
 

令和元年度厚生労働省島根労働局委託事業「一体的実施事業」 

合同企業説明会参加企業一覧 
 

【松江会場】令和元年 11月 27日（水） くにびきメッセ （大展示場） 13：00～16：00 
 

 プレゼンテ

ーション 主な業種 企業名 所在地 主な事業内容 

1  情報通信 ㈱アイティープロデュース 
出雲市駅南町 2-3-1 

エイコー駅南ビル 3階 

コンピューターのソフトウェア開発（受託、ニアショ

ア、その他） 

2 ○ 宿泊・飲食 浅利観光㈱松江支店 松江市西茶町 40-1 
松江市内に3拠点5棟のホテルを展開。宿泊部門・

飲食部門あり 

3  
サービス 

（警備） 
飛鳥警備保障㈱ 松江市大庭町 1812番 3 施設警備、交通誘導警備、イベント警備 

4 ○ 製造 アユミ工業㈱ 出雲市長浜町 659番 40 
真空工業に関する諸機械設備、半導体製造装置

付属部品の製造販売 

5  
サービス 

（警備） 
ALSOK山陰㈱ 

松江市朝日町 477-17 

松江 SUNビル 6階 

機械警備、警備輸送、常駐警備、綜合管理（消防

設備点検等） 

6  建設 一畑工業㈱ 松江市千鳥町 24番地 建築工事一式・土木工事一式・軌道工事 

7 ○ 情報通信 SCSKサービスウェア㈱ 
松江市御手船場町 553番地 6 

松江駅前エストビル 
コールセンター事業 

8 ○ 宿泊・飲食 佳翠苑皆美（㈲玉造皆美） 松江市玉湯町玉造 1218-8 
くつろぎの時間を宿泊と食でおもてなしする大型観

光ホテルです。 

9  建設 カナツ技建工業㈱ 松江市春日町 636番地 
土木・建築工事、水処理施設維持管理などの地域

インフラ整備事業 

10  建設 ㈱金見工務店 松江市上乃木 2-18-1 
建築工事、土木工事、家具・建具等の製造販売、

宅地建物取引 

11  製造 ㈱キグチテクニクス 安来市恵乃島町 114-15 特殊鋼試験片加工及び試験 

12  サービス ㈲くまハウス 
浜田市熱田町 72-1 

松江市菅田町 212-6 
ハウスクリーニング 

13  
サービス 

（警備） 
㈱ケイショウ 出雲市平野町 574番地 交通誘導警備、施設警備、イベント警備、雑踏警備 

14  製造 小松電機産業㈱ 
松江市乃木福富町 735-188 

松江湖南テクノパーク内 

happygate 門番・やくも水神システムの開発・製造・

販売 

15  医療・福祉 （社福）山陰家庭学院 松江市島根町大芦 5707 
高齢者福祉 7 事業所、障がい児者福祉の 12 事業

を運営しています。 

16  建設 山陰水道工業㈱ 松江市母衣町 83-6 
空調・衛生等建築設備及び水道・消防施設等の設

計・施工・監理 

17 ○ 建設 山陰冷暖㈱ 出雲市今市町 840番地 3 
空調、給排水衛生設備工事の設計、施工、メンテ

ナンス業務 

18  建設 ㈱サンエイト 
仁多郡奥出雲町三成 444 番地

18 

土木工事業・自動車整備業・生コン販売業・農業・

環境事業 

19  サービス ㈱さんびる 松江市乃白町薬師前 3-3 
オフィスビルや病院、宿泊施設等の総合清掃や設

備管理、保安警備 

20 ○ 卸売・小売 
㈱さんれいフーズ 

㈱さんれい製造 

出雲市長浜町 457-7 

安来市安来町 1054 

山陰全域への業務用食材の販売および自社ブラン

ド製品の全国販売 

21 ○ 卸売・小売 ㈱さんわファクトリー 松江市矢田町 168-6 
松江・出雲・雲南にて携帯電話ショップを 6 店舗運

営 

22  情報通信 ㈱ジェットシステム 松江市学園南 1-15-10 システム開発・販売事業／PCサポート事業 

23  教育・学習支援 ㈱しちだ・教育研究所 江津市江津町 526-1 
幼児・小学生中学生向学習支援、幼児・小中学生

学習塾運営 

24  サービス (一財)島根県水泳連盟 松江市学園南一丁目 18番 8号 
県内唯一の水泳競技の統括団体として水泳の普

及発展に寄与 

25 ○ 卸売・小売 
島根日産自動車㈱ 

㈱日産サティオ島根 

松江市馬潟町 362-2 

松江市西津田 2-7-25 

新車中古車の販売、自動車整備及び部用品の販

売他 

26  医療・福祉 （社福）島根ライトハウス 
松江市宍道町西来待 2074 番地

1 

松江市、出雲市で障がい者、高齢者の 5 つの施設

を運営しています。 

27  製造 JUKI松江㈱ 松江市宍道町佐々布 2207-1 
世界トップブランド JUKIの工業用ミシン及び部品の

設計・製造 

28 ○ サービス 
(総合建設コンサルタント) ㈱昭和測量設計事務所 益田市高津四丁目 14番 6号 

建設・補償コンサルタント業、測量業、地質調査

業、建設業 

 

松 江 



 

 プレゼンテ

ーション 主な業種 企業名 所在地 主な事業内容 

29 ○ 宿泊・飲食 ㈲白石家 松江市玉湯町玉造 44-2 
白石家は美肌の湯として有名な玉造温泉にある温

泉旅館です。 

30 ○ 卸売・小売 ㈱スズキ自販島根 松江市東津田町 1888-10 
スズキ四輪製品の販売とアフターフォロー、自動車

整備、部品販売 

31  サービス 
（一般乗用旅客運送） 第一交通㈱ 松江市東朝日町 281番地 

タクシー車両により、お客様を目的地までお送りす

るお仕事です。 

32  宿泊・飲食 ㈱玉造グランドホテル長生閣 松江市玉湯町玉造 331番地 旅館業 

33  宿泊・飲食 ㈱長楽園 松江市玉湯町玉造 323 旅館業、ホテル宿泊業 

34 ○ 卸売・小売 東京靴㈱ 松江市東出雲町出雲郷 1643-4 
郊外型の靴の大型専門店「シューズ愛ランド」を営

業しています。 

35  卸売・小売 東洋ソーラー㈱ 松江市北陵町 46番地 5 
太陽光発電再生可能エネルギー関連機器販売・施

工・メンテナンス 

36  製造 ㈱日新 松江市富士見町 3-13 合板製造業 

37  建設 ㈱日本海技術コンサルタンツ 松江市宍道町西来待 2570-1 
地質調査業・測量業・建設コンサルタント・補償コン

サルタント等 

38  運輸 日本交通㈱ 松江市東朝日町 278番地 3 タクシー業・貸切バス業 

39  建設 野白保温㈲ 松江市東出雲町内馬 1420-1 保温（熱絶縁）工事、ダクト板金工事 

40  製造 ヒカワ精工㈱ 出雲市斐川町荘原 3168番地 
自動車エンジン部品、工業用ミシン部品、工作機械

の製造 

41  卸売・小売 
(宗教用具販売店) 

㈱ひょうま 益田市高津 7丁目 11-14 仏壇、仏具・墓石の販売、介護福祉事業など 

42  建設 ㈱ひらぎの 松江市学園 1-16-6 
個人住宅建設、建売販売、マンション等扱う総合建

設業 

43  卸売・小売 ㈱フォーデック山陰支社 松江市乃木福富町 408番地 
文具OA機器・オフィス家具等オフィス関連商品・サ

ービスの提供 

44  卸売・小売 ㈱ふくしま 松江市母衣町 180-9 スーパーマーケット 

45  製造 ㈲福島造船鉄工所 松江市美保関町森山 22-1 船舶製造・修繕 

46  卸売・小売 福間商事㈱ 出雲市長浜町 1372-8 
ガラス、建具、内外装材、住宅設備機器等の販売

施工。建設業 

47 ○ 建設 ㈱豊洋 松江市西川津町 2108-3 
弊社は総合建設業で、土木工事と建築工事が事業

の両輪となります。 

48  卸売・小売 ㈱ホンダクリオ島根 松江市西津田 4丁目 2番 8号 
ホンダ四輪新車・中古車販売、自動車整備、損害

保険、生命保険 

49 ○ 卸売・小売 松江石油㈱ 松江市東朝日町 136番地 2 石油製品販売等 

50  製造 松江第一精工㈱ 松江市北陵町 12番地 精密電子部品及び精密金型の製造・販売 

51  建設 マツエ通信工業㈱ 松江市西津田 4-4-60 電気通信工事業、電気工事、携帯電話設備工事業 

52  サービス 
(自動車教習所他） ㈱松江浜乃木自動車教習所 松江市浜乃木三丁目 5番 2号 自動車教習・ドローン教習・企業講習等 

53  製造 丸高工業㈱ 
松江市東出雲町下意東 1524 番

地 1 

一般機械器具の製造。自社商品を主とした装置物

の設計製造販売 

54  建設 まるなか建設㈱ 
松江市玉湯町布志名 767 番地

52 

松江出雲を中心に土木・建設・舗装事業を展開して

います。 

55  医療・福祉 (医)水澄み会 浜田市三隅町河内 451-1 高齢者介護事業所の運営 

56 ○ 
製造 

卸売・小売 
モルツウェル㈱ 松江市黒田町 454-3 

高齢者向け調理済食材製造販売事業／在宅高齢

者生活支援事業 

57  卸売・小売 ㈱ヤマサキ 松江市矢田町 250-28 包装資材・包装機器・事務器を販売する会社です。 

58  製造 リョーノーファクトリー㈱ 松江市東出雲町揖屋 686-1 農業機械の製造 

 

（一社）島根県経営者協会 〒690-0886松江市母衣町 55-4 (TEL)0852-21-4925 (FAX)0852-26-7651 


