
Ｎｏ． 　[サポーター企業名] [業種] [住所] [HPアドレス]

1 株式会社　グラス 情報通信業 松江市雑賀町227 http://goo-us.com/
2 御菓子　福泉堂 卸売・小売業 出雲市斐川町直江5158 http://www.shishisu.com/

3 配食のふれ愛　出雲店 飲食店・宿泊業 出雲市斐川町直江4840-1 https://www.h-fureai.com/

4 株式会社　グラ・モーレ
生活関連サービ
ス・娯楽業

松江市西川津町4301-9

5 株式会社　Lino wahine
生活関連サービ
ス・娯楽業

松江市東朝日町214-1

6 さくら通り動物病院
専門・技術サー
ビス業

雲南市三刀屋町三刀屋95-8

7 CRYSTAL Wax&Nail
生活関連サービ
ス・娯楽業

松江市浜乃木6-33-36神庭ビル2
階

http://crystal-wax-nail.com/

8
株式会社　ティナプリ　松江
店

卸売・小売業 松江市竹矢町1765 https://www.tinapri.co.jp/

9 MODESTO 製造業 松江市上乃木6-17-64 http://modesto-leather.com/

10 g air
生活関連サービ
ス・娯楽業

松江市西川津町774-27

11 有限会社　後藤屋 建設業 安来市伯太町母里185 https://www.gotouya-yasugi.com/

12 Green's Baby 飲食店・宿泊業 松江市殿町204

13
株式会社　セイデンコーポ
レーション

建設業 松江市比津町26-2

14 モルツウェル株式会社 製造業 松江市黒田町454-3 http://www.morzwell.co.jp/

15 有限会社　ラ・クープ
生活関連サービ
ス・娯楽業

松江市砂子町196-1

16 有限会社　田中商事 卸売・小売業 松江市東朝日町116-7 http://www.tanakasports.jp/

17 株式会社　藤原茶問屋 製造業 雲南市大東町大東1677-1 http://chadonya.com/

18 さんいん食まる
その他のサービ
ス業

出雲市斐川町神氷2535-10斐川
企業化支援センター内

19
有限会社　あずま家具住建セ
ンター

卸売・小売業 隠岐郡隠岐の島町城北町340

20 株式会社　三澤繊維 製造業 仁多郡奥出雲町亀嵩37-1

21 松江シティFC株式会社
その他のサービ
ス業

松江市白潟本町30

22 有限会社　白銀屋商店 卸売・小売業 松江市東出雲町錦新町8-1-3
23 株式会社　サンエーセイミツ 製造業 松江市東出雲町下意東747-1

24 ネイルサロンミュー
生活関連サービ
ス・娯楽業

松江市千鳥町30　ホテル一畑1F

25 CALME
生活関連サービ
ス・娯楽業

松江市東津田町1733-3-1F

26 株式会社　至誠 飲食店・宿泊業 出雲市高岡町515 https://shisei.online/
27 城東化成株式会社 製造業 安来市佐久保町496-1 http://www.jyoto-kasei.co.jp/

28 LOFT 飲食店・宿泊業 松江市寺町199-1
29 株式会社　福島造園 建設業 出雲市斐川町荘原2210-5
30 株式会社　エムテック 建設業 松江市上乃木5-1-14

31 フォトスタジオあすか
専門・技術サー
ビス業

松江市春日町616-2 http://www.studioasuka.com/

32 有限会社　シャルル 卸売・小売業 松江市菅田町136-11 https://www.matsue-sharuru.jp/

33 有限会社　あうんダイニング 飲食店・宿泊業 松江市山代町221-2
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34
有限会社　ブルーム　ふるさ
との杜

医療・福祉 仁多郡奥出雲町三沢927-58

35
有限会社　ブルーム　ふるさ
と風の家

医療・福祉 仁多郡奥出雲町三沢927-58

36
有限会社　ブルーム　デイ
サービス奥出雲　ふるさとの
家

医療・福祉 仁多郡奥出雲町下横田893

37
島根県市町村職員共済組合宿
泊所　ホテル白鳥

飲食店・宿泊業 松江市千鳥町20番地 https://www.hotel-hakucho.jp/

38 パティスリージーコワリ 製造業 松江市中原町23番地3-1F

39 株式会社　コガワ計画
教育・学習支援
業

益田市安富町3330番地1 http://www.mlando-masuda.jp

40 有限会社　森谷 卸売・小売業 益田市駅前町25-32 http://moritani-masuda.jp/

41 有限会社　石田工務店 建設業 江津市渡津町880 http://dream-i.info/

42 株式会社　D52
その他のサービ
ス業

江津市敬川町1719番地1

43 千代延林業　有限会社 農業・林業 江津市桜江町大貫13 http://www.tiyonobu-ringyou.jp

44
学校法人　同志舎　リハビリ
テーションカレッジ島根

教育・学習支援
業

浜田市三隅町古市場2086-1 http://www.rcs.ac.jp

45 株式会社　かみのや 卸売・小売業 浜田市朝日町1431番地 http://www.kaminoya.co.jp/

46 有限会社　梅谷工務所 運輸業 浜田市三隅町湊浦134番地
47 浜田急便　有限会社 運輸業 浜田市治和町ロ817

48 おぐら美容室
生活関連サービ
ス・娯楽業

浜田市錦町35番地

49 浜田電気工事　株式会社
電気・ガス・熱
供給・水道業

浜田市殿町51番地22

50
株式会社　MAX　POWER
SOUND

その他のサービ
ス業

浜田市高佐町879番地

51 昭和産業　有限会社 建設業 浜田市黒川町97番地10
52 龍河商事　株式会社 不動産業 浜田市浅井町1580
53 有限会社　浜田レンタリース 金融・保険業 浜田市長沢町3132-1
54 柏村印刷　株式会社 製造業 浜田市相生町3889

55
ミドル・シニア仕事センター
浜田

その他のサービ
ス業

浜田市田町1655

56 富士車輌　株式会社
その他のサービ
ス業

益田市遠田町2406番地

57 株式会社　ダサイ 製造業 江津市松川町下河戸
58 有限会社　みずほ楽器 卸売・小売業 浜田市浅井町1585
59 神州電気株式会社 建設業 出雲市渡橋町751番地1 https://www.shinshu-denki.co.jp/

60 株式会社三友電工 建設業 出雲市渡橋町1126番地1
61 イマックス株式会社 建設業 出雲市高岡町166-1 http://www.imacs.gr.jp/
62 大湖工業株式会社 建設業 出雲市多久町891番地
63 山陰冷暖株式会社 建設業 出雲市今市町840-3 http://www.reidan.co.jp/

64 イズテック株式会社
専門・技術サー
ビス業

出雲市浜町513番地2 http://www.izutec.co.jp/

65 株式会社カイハツ
専門・技術サー
ビス業

出雲市塩冶町296番地3 http://www.kaihatsu-ct.co.jp/

66 株式会社ワールド測量設計
専門・技術サー
ビス業

出雲市斐川町直江4606-1 http://www.world-ss.co.jp/HP2/

67 リンツ洋菓子研究所株式会社 製造業 出雲市大津朝倉2丁目1-12
68 有限会社けんちゃん漬 製造業 出雲市大社町遙堪403番地 http://kenchanzuke.com/

69 ブーランジェリーミケ 卸売・小売業 出雲市大社町杵築南1342-7

70 株式会社ホンダカーズ出雲
その他のサービ
ス業

出雲市斐川町荘原2242-2 http://www.hondacars-izumo.co.jp/

71 有限会社ほり江 飲食店・宿泊業 出雲市平田町2069番地2 http://hotel-horie.com/

72 有限会社ミカミ
生活関連サービ
ス・娯楽業

出雲市塩冶有原町5-15 http://hairs-mikami.com/

73 有限会社日吉製菓 製造業 出雲市長浜町659-19 www.hiyoshi-seika.com/

74 有限会社セントラルスポーツ 卸売・小売業 出雲市今市町北本町1丁目1-3

75 株式会社プロビズモ 情報通信業
出雲市駅南町2-3-1エイコー駅
南ビル5F

https://www.probizmo.co.jp/

76 有限会社ミュー
生活関連サービ
ス・娯楽業

出雲市渡橋町1186



77
株式会社アイティープロ
デュース出雲支店

情報通信業
出雲市駅南町2-3-1エイコー駅
南ビル3階

http://it-prod.co.jp/

78 株式会社フクダ 建設業 出雲市斐川町沖洲1080 http://www.fukuda-corp.co.jp/

79 有限会社セントラルビル 不動産業 出雲市今市町717番地

80 有限会社タナベ
生活関連サービ
ス・娯楽業

出雲市斐川町荘原353番地7

81 株式会社吉川製作所 製造業 出雲市下古志町769-9
82 馬潟工業有限会社 製造業 松江市八幡町786

83
株式会社丸八ポンプ製作所島
根工場

卸売・小売業 雲南市加茂町南加茂687-7

84 フォトスタジオ　シルク
専門・技術サー
ビス業

出雲市平田町7394

85
サン電子工業株式会社
出雲工場

製造業 出雲市長浜町337番地1

86 オーエム金属工業株式会社 製造業 松江市宍道町佐々布75番地
87 株式会社おかや 製造業 出雲市斐川町直江4844-1

88 ＫＩＬＴ
生活関連サービ
ス・娯楽業

出雲市塩冶町661-3

89 社会保険労務士　村松事務所
専門・技術サー
ビス業

松江市学園南1丁目2番1号くに
びきメッセ6階

90 有限会社ニチデン
生活関連サービ
ス・娯楽業

出雲市天神町855

91 ＳＴＭ合同会社
生活関連サービ
ス・娯楽業

出雲市天神町855

92 株式会社ホームケア島根 医療・福祉 出雲市斐川町上直江2139-135
93 オリーブハウス平田店 卸売・小売業 出雲市平田町1646


