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2015/4/13 11006 個人 大村　恭子 129 広島県

2015/3/23 12010 個人 久保田　光夏 1075.0 広島県

2015/3/8 13004 個人 笹山　清美 4859.0 広島県

2015/5/7 13004 個人 笹山　清美 74218.0 広島県

2015/5/8 1021901 会社 ＪＢハイウェイサービス（株）　しまなみ営業部 266232.0 広島県 尾道市 東御所町

2015/3/2 1030401 会社 串カツ一口 2107.0 広島県 尾道市 久保

2015/5/25 1030805 その他 社団）広島労働会館　尾道地区労福協 166694.0 広島県 尾道市 高須町

2015/5/12 1031201 スーパー （株）エブリィ　尾道新浜店 75555.0 広島県 尾道市 新浜

2015/3/30 1031203 保険 明治安田生命保険（相）　尾道営業所 91606.0 広島県 尾道市 新浜

2015/4/24 1031204 保険 明治安田生命保険（相）　尾道東営業所 240392 広島県 尾道市 新浜

2015/3/4 1031401 小学校 栗原小学校児童会　（尾道市立） 15050.0 広島県 尾道市 西則末町

2015/3/23 1031501 中学校 栗原中学校　（尾道市立） 40850.0 広島県 尾道市 東則末町

2015/4/2 1031802 その他 尾道市久保地区社会福祉協議会 1157200 広島県 尾道市 西久保町

2015/5/8 1031903 駅 西日本旅客鉄道（株）岡山支社　尾道駅 110443.0 広島県 尾道市 東御所町

2015/5/22 1032101 小学校 三成小学校　（尾道市立） 640046.0 広島県 尾道市 美乃郷三成

2015/4/9 1032203 スーパー （株）エブリィ向島店 69531 広島県 尾道市 向島町

2015/3/20 1032501 高校 御調高等学校　（広島県立） 60721.0 広島県 尾道市 御調町

2015/4/2 1040202 保険 明治安田生命保険（相）　広島支社　呉東営業所 50669 広島県 呉市 川尻町

2015/3/4 1041103 高校 広高等学校　（広島県立） 2967.0 広島県 呉市 広大新開

2015/5/1 1041201 保険 明治安田生命保険（相）　呉営業所 254497.0 広島県 呉市 本通

2015/4/16 1050101 ゴルフ 庄原カントリークラブ 90271 広島県 庄原市 板橋町

2015/3/12 1050602 その他 休暇村　帝釈峡 9837.0 広島県 庄原市 東城町三坂

2015/4/8 1060202 その他 休暇村　大久野島 27732 広島県 竹原市 忠海町
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2015/4/7 1060403 その他 竹原市勤労者青少年ホームちょこﾎﾞﾗｻｰｸﾙ 815129 広島県 竹原市 中央

2015/3/30 1060501 中学校 賀茂川中学校　（竹原市立） 143818.0 広島県 竹原市 東野町

2015/3/31 1100501 大学 山陽女子短期大学　S・R・V 157723.0 広島県 廿日市市 佐方本町

2015/5/9 1100701 会社 パーラーＮｅｗＦ１ 78981.0 広島県 廿日市市 住吉

2015/4/16 1100901 保険 明治安田生命保険（相）　廿日市営業所 107136 広島県 廿日市市 本町

2015/5/18 1120101 ホーム （医）ひがしの会小規模多機能ホーム　みのりの里安芸津 369857.0 広島県 東広島市 安芸津町

2015/5/25 1120302 その他 水と緑と自然の会 103509.0 広島県 東広島市 河内町

2015/5/16 1120401 会社 ウメトク（株）広島支店 9704.0 広島県 東広島市 黒瀬町

2015/5/7 1121802 会社 広島スチールセンター（株） 56289.0 広島県 東広島市 西条吉行

2015/3/21 1122205 施設 広島県立障害者療育支援ｾﾝﾀｰ　松陽寮 538884 広島県 東広島市 八本松町

2015/5/8 1130101 駅 西日本旅客鉄道（株）岡山支社　福山駅 291280.0 広島県 福山市 三之丸町

2015/5/8 1130104 駅 西日本旅客鉄道（株）岡山支社　松永駅 16702.0 広島県 福山市 松永町

2015/4/20 1130105 駅 西日本旅客鉄道（株）　新幹線管理本部　福山新幹線保線区 53764 広島県 福山市 三之丸町

2015/5/8 1130106 駅 西日本旅客鉄道（株）岡山支社せとうち乗務員センター(旧糸崎乗務員センター）57200.0 広島県 福山市 三之丸町

2015/3/28 1130501 会社 福山通運（株）　福山北支店 26030.0 広島県 福山市 駅家町

2015/5/1 1130501 会社 福山通運（株）　福山北支店 26933.0 広島県 福山市 駅家町

2015/4/24 1130604 病院 （医）祥和会脳神経センター　大田記念病院 557437 広島県 福山市 市沖野上町

2015/5/13 1131001 会社 アマノ企業（株） 18343.0 広島県 福山市 神村町

2015/4/10 1131301 会社 信菱液化ガス（株）　神辺営業所 472875 広島県 福山市 神辺町

2015/5/7 1132002 スーパー （株）エブリィ　蔵王店 748178.0 広島県 福山市 南蔵王町

2015/4/7 1132101 会社 西日本高速道路（株）中国支社　福山高速道路事務所 36248 広島県 福山市 蔵王町

2015/4/24 1132301 会社 （株）ココマツハマ　ブテイィック 27387 広島県 福山市 昭和町

2015/4/4 1132303 保険 明治安田生命保険相互会社　福山城東営業所 27074 広島県 福山市 昭和町
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2015/5/2 1132601 会社 （株）サン・メディカル 146285 広島県 福山市 新涯町

2015/3/21 1132702 会社 パーフェクトサンライズ 43956.0 広島県 福山市 瀬戸町

2015/5/1 1133401 会社 幼児教室　コペル・リムふくやま教室 11610.0 広島県 福山市 西町

2015/5/27 1133902 その他 社団）広島労働会館　福山地区労福協 104490.0 広島県 福山市 東桜町

2015/2/23 1134101 会社 ペットワールド　アミーゴ東深津店 4171.0 広島県 福山市 東深津

2015/4/16 1134102 会社 福山通運（株）　本社 6278 広島県 福山市 東深津

2015/4/8 1134205 会社 （株）藤原建工 3354 広島県 福山市 引野町

2015/2/21 1134212 病院 なかむら歯科クリニック 4214 広島県 福山市 引野町

2015/4/14 1135302 会社 ＴＯＴＯリモデルクラブ　福山店会 144762 広島県 福山市 引野町

2015/5/25 1135305 スーパー （株）エブリィ　蔵王店 766969.0 広島県 福山市 南蔵王町

2015/5/20 1135902 スーパー （株）エブリィ御幸店 162573 広島県 福山市 御幸町

2015/4/4 1136102 銀行 三井住友信託銀行　福山支店 76474 広島県 福山市 元町

2015/5/25 1140302 その他 砂川クリーンクラブ 1701585.0 広島県 府中市 高木町

2015/5/2 1140501 会社 カーポート佐々木グループ　地域貢献チーム 114801.0 広島県 府中市 中須町

2015/5/8 1140702 駅 西日本旅客鉄道（株）岡山支社　府中駅 138851.0 広島県 府中市 府川町

2015/3/30 1150103 駅 西日本旅客鉄道（株）広島支社　三原地域鉄道部　三原駅 72851.0 広島県 三原市 城町

2015/3/30 1150104 駅 西日本旅客鉄道（株）広島支社　三原地域鉄道部　三原電気管理センター 946.0 広島県 三原市 城町

2015/2/26 1150107 中学校 三原市公立中学校生徒会連合会　  第一中学校 12255.0 広島県 三原市 糸崎

2015/2/26 1150410 その他 三原市公立中学校生徒会連合会　　久井小中学校 15050.0 広島県 三原市 久井町

2015/2/26 1150502 中学校 三原市公立中学校生徒会連合会　　幸崎中学校 12599.0 広島県 三原市 幸崎能地

2015/4/24 1150601 会社 （株）金光組 128344 広島県 三原市 城町

2015/5/29 1150603 スーパー （株）エブリィ三原店 68504.0 広島県 三原市 城町

2015/3/27 1150604 その他 小さな親切運動　三原支部 1346132.0 広島県 三原市 城町
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2015/2/26 1150605 その他 三原市教育委員会 3784.0 広島県 三原市 城町

2015/3/5 1150606 その他 広島県労働者福祉協議会  三原地区労福協 89010.0 広島県 広島市 南区金屋町

2015/2/26 1150802 中学校 三原市公立中学校生徒会連合会　  第三中学校　 21887.0 広島県 三原市 須波ハイツ

2015/3/27 1150901 小学校 田野浦小学校　（三原市立） 243826.0 広島県 三原市 宗郷

2015/5/13 1151002 会社 ホクト（株）　西日本生産部 66908.0 広島県 三原市 大和町

2015/2/26 1151012 中学校 三原市公立中学校生徒会連合会　　大和中学校 25155 広島県 三原市 大和町

2015/2/26 1151301 中学校 三原市公立中学校生徒会連合会　  第二中学校　 24510.0 広島県 三原市 中之町

2015/4/8 1151303 会社 中国開発調査（株）　三原市社 1118 広島県 三原市 中之町

2015/5/29 1151604 労組 シャープ労働組合　福山支部三原エリア 1020051.0 広島県 三原市 沼田西町

2015/2/26 1151706 中学校 三原市公立中学校生徒会連合会　  第四中学校　 2709.0 広島県 三原市 沼田東町

2015/2/26 1151707 中学校 三原市公立中学校生徒会連合会　　第五中学校　 64500.0 広島県 三原市 沼田東町

2015/2/19 1151801 高校 如水館中学高等学校 インターアクト部 12685 広島県 三原市 深町

2015/2/26 1151908 中学校 三原市公立中学校生徒会連合会　　本郷中学校　 12040.0 広島県 三原市 下北方

2015/4/7 1152001 会社 牛ちゃん 269984 広島県 三原市 港町

2015/4/27 1152101 会社 三平商事（有） 60502 広島県 三原市 皆実

2015/4/23 1152303 会社 読売センター　広島みはら 115995 広島県 三原市 宮浦

2015/2/26 1152305 中学校 三原市公立中学校生徒会連合会　  宮浦中学校　 53750.0 広島県 三原市 宮浦

2015/4/5 1160101 小学校 青河小学校  （三次市立） 33785 広島県 三次市 青河町

2015/5/2 1160501 その他 江の川カヌー公園工さくぎ 181438.0 広島県 三次市 作木町

2015/2/27 1190108 会社 ラビット 31820.0 広島県 世羅郡 世羅町

2015/3/24 10030102 会社 エーエムサービス（株）花みずき・和の風事業所 120280.0 大分県 佐伯市 池田

2015/5/9 10030201 会社 エームサービス（株）　長門記念病院事業所 252027.0 大分県 佐伯市 鶴岡町

2015/5/25 111010402 スーパー （株）エブリィ船越店 343422.0 広島県 広島市 安芸区
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2015/4/30 111030402 スーパー （株）エブリィ可部店 220959 広島県 広島市 安佐北区

2015/4/10 111040102 会社 冨士メディカル（株） メリィハウス西風新都 169933 広島県 広島市 安佐南区

2015/4/20 111041001 会社 東急スポーツ　アルフェ 146817 広島県 広島市 安佐南区八木

2015/3/17 111050101 会社 ヴィータ　グローバー 135499.0 広島県 広島市 佐伯区

2015/3/12 111050501 保険 明治安田生命保険（相）　広島佐伯営業所 63703.0 広島県 広島市 佐伯区

2015/4/7 111060803 会社 三菱地所コミュニティ（株）　広島営業所 22529 広島県 広島市 中区大手町

2015/3/18 111060805 会社 キャノンマーケティングジャパン（株）広島支店 40318.0 広島県 広島市 中区大手町

2015/3/27 111061002 会社 栗原工業（株）　中国支店 55612.0 広島県 広島市 中区上幟町

2015/3/17 111061104 会社 山下　江　法律事務所 6549.0 広島県 広島市 中区上八丁堀

2015/3/26 111061302 会社 あずさ監査法人広島事務所 25881.0 広島県 広島市 中区紙屋町

2015/5/20 111061303 銀行 （株）広島銀行　人事総務部　総務課 667839.0 広島県 広島市 中区紙屋町

2015/4/21 111061305 労組 JTB中国四国労働組合 80150 広島県 広島市 中区紙屋町

2015/5/18 111061602 会社 大成建設（株）　中国支店 広島地区第一ＣＳセンター 40076.0 広島県 広島市 中区小町

2015/3/12 111062302 会社 高砂熱学工業（株）　広島支店 84443.0 広島県 広島市 中区鉄砲町

2015/3/14 111062610 会社 エーザイ･ユニオン 40173.0 広島県 広島市 中区

2015/4/16 111063205 会社 （株）ミルックス　広島支店 8070 広島県 広島市 中区八丁堀

2015/4/9 111063402 会社 （株）日立製作所　中国支社 341937 広島県 広島市 中区袋町

2015/3/10 111063503 会社 （株）銭高組　広島支店 6192.0 広島県 広島市 中区舟入南

2015/3/12 111063802 会社 （株）三菱電機ビジネスシステム　中国支社 1161.0 広島県 広島市 中区本通

2015/4/27 111070401 会社 日立コンシューマ・マーケティング（株）　　　　　　　中四国支社 33066 広島県 広島市 西区観音

2015/3/5 111070908 会社 伊藤忠食品（株）中国支店 3268.0 広島県 広島市 西区商工ｾﾝﾀｰ

2015/4/20 111081101 会社
大成建設（株）　Jイ地域医療支援センター・高度放射線治療
センター合築施設建設工事作業所

3354 広島県 広島市 東区大須賀町

2015/5/22 111090402 会社 瀬戸内海汽船（株） 219701.0 広島県 広島市 南区宇品海岸
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2015/4/27 111090403 会社 トータリゼータエンジニアリング（株） 16291 広島県 広島市 南区宇品海岸

2015/3/18 SO4 商工会 真庭商工会　女性部/美甘エリア 161186 岡山県 真庭市 美甘

2015/5/8 200010102 駅 西日本旅客鉄道（株）岡山支社　岡山運転区 38818.0 岡山県 岡山市 北区

2015/5/8 200010103 駅 西日本旅客鉄道（株）岡山支社　岡山車掌区 30100.0 岡山県 岡山市 北区

2015/4/28 200030101 会社 井原精機株式会社 738070 岡山県 井原市 上出部町

2015/4/27 200040604 会社 （株）　森通商  ウエスタン水島 276856 岡山県 岡山市 北区今

2015/4/16 200040613 会社 メルパルクOKAYAMA 181383 岡山県 岡山市 北区桑田町

2015/5/7 200040804 会社 サンキワールド　瀬戸店 9288.0 岡山県 岡山市 瀬戸町

2015/5/18 200062001 会社 （株）アクトス　倉敷 49211.0 岡山県 倉敷市 連島町

2015/5/21 200062501 スーパー （株）エブリィ 倉敷林店 116358.0 岡山県 倉敷市 林

2015/5/13 200062601 会社 （株）日立プラントコンストラクション　水島事業所 46034.0 岡山県 倉敷市 東塚

2015/5/7 200062903 会社 サンキワールド　児島店 13244.0 岡山県 倉敷市 児島下の町

2015/5/28 200114001 会社 大成建設（株）正田食品（株）津山工場建設工事（作） 1634.0 岡山県 津山市 下田邑

2015/4/21 300008001 個人 吉田　要 33168 島根県

2015/3/24 300030908 その他 出雲維持安全協議会 10148.0 島根県 出雲市 斐川町

2015/3/21 300070201 高校 浜田商業高等学校保健委員会 55435.0 島根県 浜田市 熱田町

2015/3/18 300070801 病院 西川病院　 9331.0 島根県 浜田市 浜町

2015/3/17 300080601 中学校 東陽中学校　生徒会 (益田市立） 6063.0 島根県 益田市 津田町

2015/5/27 300090105 保険 明治安田生命保険（相）　山陰支社 1318686.0 島根県 松江市 朝日町

2015/5/27 300090405 その他 松江市総合体育館 89593.0 島根県 松江市 学園南

2015/5/18 300091901 その他 城西公民館　城西エコ+１ 1284587.0 島根県 松江市 堂形町

2015/3/11 300092901 会社 （株）松和　国道485号道路改良第13期 731.0 島根県 松江市 東川津町

2015/5/1 400020801 労組 日本労働組合総連合会　鳥取県連合会 1398787 鳥取県 鳥取市 天神町
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2015/3/14 400030801 病院 鳥取大学医学部付属病院　病棟3階B 95639.0 鳥取県 米子市 西町

2015/4/1 400031002 会社 花王ロジスティクス（株）米子第２センター 77214 鳥取県 米子市 流通町

2015/3/14 400040101 その他 南部町社会福祉協議会　南部中学校（南部町立） 47859.0 鳥取県 西伯郡 南部町

2015/3/21 400040105 その他 南部町社会福祉協議会　西伯小学校（南部町立） 31866.0 鳥取県 西伯郡 南部町

2015/5/22 400060101 ゴルフ 日本海ゴルフ倶楽部 13158.0 鳥取県 岩美郡 岩美町

2015/5/12 500010101 会社 日本製紙物流（株）　岩国事業部 3368.0 山口県 岩国市 新港町

2015/4/16 500020702 会社 大成建設（株）　山口地区CSセンター 27205 山口県 宇部市 東本町

2015/4/16 500061101 会社 栗原工業（株）　山口営業所 34148 山口県 周南市 清水

2015/5/29 600030101 会社 ユニ・チャーム（株）　四国営業所 7010.0 愛媛県 四国中央市 川之江町

2015/5/26 S3 商工会 広島県商工会連合会　安芸太田町商工会戸河内筒賀支所 157934 広島県 山県郡 安芸太田町

2015/4/8 ｓ4 商工会 広島県商工会連合会　安芸高田市商工会 928666 広島県 安芸高田市 吉田町

2015/5/27 S5 商工会 広島県商工会連合会　安芸津商工会 606700 広島県 東広島市 安芸津町

2015/5/29 S11 商工会 広島県商工会連合会　大崎上島町商工会 1294629 広島県 豊田郡 大崎上島町

2015/5/29 S12 商工会 広島県商工会連合会　大野町商工会 817002 広島県 廿日市市 大野

2015/5/31 S13 商工会 広島県商工会連合会  尾道しまなみ商工会　本所 32465 広島県 尾道市 向島町

2015/5/30 S14 商工会 広島県商工会連合会  尾道しまなみ商工会 瀬戸田 713597 広島県 尾道市 向島町

2015/5/16 S15 商工会 広島県商工会連合会　神辺町商工会 360124 広島県 福山市 神辺町

2015/5/30 S16 商工会 広島県商工会連合会　祇園町商工会 373940 広島県 広島市 安佐南区

2015/5/30 S17 商工会 広島県商工会連合会　北広島商工会 1850150 広島県 山県郡 北広島町

2015/5/30 S18 商工会 広島県商工会連合会　熊野町商工会 108533 広島県 安芸郡 熊野町

2015/5/30 S21 商工会 広島県商工会連合会　高陽町商工会 482858 広島県 広島市 安佐北区

2015/5/29 S24 商工会 広島県商工会連合会　神石高原町商工会 322450 広島県 神石郡 神石高原町

2015/5/29 S25 商工会 広島県商工会連合会　世羅町商工会 561522 広島県 世羅郡 世羅町
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2015/5/27 S26 商工会 広島県商工会連合会　東城町商工会 365042 広島県 庄原市 東城町

2015/5/27 S28 商工会 広島県商工会連合会　沼隈内海商工会 210424 広島県 福山市 沼隈町

2015/5/28 S33 商工会 広島県商工会連合会　広島東商工会　安芸支所 365853 広島県 広島市 東区

2015/5/30 S34 商工会 広島県商工会連合会　広島東商工会  瀬野川支部　 791939 広島県 広島市 安芸区

2015/5/23 S35 商工会 広島県商工会連合会　広島東商工会　矢野支所 658661 広島県 広島市 安芸区

2015/5/27 S36 商工会 広島県商工会連合会　福山あしな商工会 419783 広島県 福山市 芦田町

2015/3/30 ｓ40 商工会 広島県商工会連合会　三原臨空商工会  本所 654194 広島県 三原市 本郷南

2015/5/30 S41 商工会 広島県商工会連合会　宮島町商工会 446682 広島県 廿日市市 宮島町

2015/5/29 S42 商工会 広島県商工会連合会　三次広域商工会 775886 広島県 三次市 三良坂町

2015/5/23 S43 商工会 広島県商工会連合会　安古市町商工会 456906 広島県 広島市 安佐南区

※広島県商工会連合会様は　女性部の活動です。 2015/6/3 更新


