
【鳥取県】 順不同（敬称略）

会員名 会員名 会員名

株式会社　エミネット 三光 株式会社 米子瓦斯　株式会社

大鳥機工 株式会社 三洋 株式会社 社会福祉法人 米子市社会福祉協議会

境港商工会議所 株式会社 ジューケン 株式会社 米子角田

山陰信販 株式会社 有限会社 センタ 株式会社 米子マツダ

三洋テクノソリューションズ鳥取 株式会社 大海 株式会社 米子ケヤキ通り振興会

株式会社 新日本海新聞社 大幸 株式会社 有限会社 ライジング

宝製菓 株式会社 株式会社 タイヨー通信 株式会社 ランドサイエンス

一般財団法人 鳥取県交通安全協会 高林産業 株式会社 有限会社 緑清園

鳥取県民生児童委員協議会 株式会社 竹内クレーン工業 馬野建設 株式会社

公益社団法人 鳥取県老人クラブ連合会 株式会社 田村紙店 足立　英市

美保テクノス 株式会社 株式会社 中海テレビ放送

株式会社 井木組 有限会社 鶴田内装

株式会社 井ゲタ竹内 株式会社 ティー・エム・エス

株式会社 インテリアフクタ 鳥取科学器械 株式会社 【島根県】

株式会社 オーク 株式会社 鳥取銀行 会員名

株式会社 大谷組 鳥取県信用保証協会 一畑電気鉄道 株式会社

岡田電工 株式会社 鳥取信用金庫 今井産業 株式会社

株式会社 海産物のきむらや 株式会社 丸由 大畑建設 株式会社

株式会社 懸樋工務店 鳥取電業 株式会社 株式会社 山陰中央新報社

カネックス 株式会社 鳥取日産自動車販売 株式会社 一般財団法人 島根県交通安全協会

有限会社 亀井堂 有限会社 中西一郎商店 島根県民生児童委員協議会

株式会社 吉備総合電設 西日本旅客鉄道 株式会社 米子支社 公益財団法人 島根県老人クラブ連合会

共和水産 株式会社 日本海テレビジョン放送　株式会社 島根電工 株式会社

久大建材 株式会社 日本たばこ産業株式会社 鳥取支社 株式会社 島根富士通

株式会社 気和商運輸 久本木材 株式会社 株式会社 ジュンテンドー

倉吉信用金庫 日ノ丸西濃運輸 株式会社 中国電力株式会社 島根支社

株式会社 コクヨＭＶＰ 株式会社 フィディア 株式会社 中筋組

寿スピリッツ 株式会社 伯耆町商工会 イワタニ島根 株式会社

境港土建 株式会社 北陽冷蔵 株式会社 浅利観光 株式会社

境港魚市場 株式会社 堀田石油 株式会社 株式会社 海士

坂口 合名会社 ホンダ山陰中央 株式会社 有限会社 海士車輌

株式会社 エスジーズ 丸石産業 株式会社 株式会社 アワヤ

山陰酸素工業 株式会社 有限会社 三徳運送 株式会社 イズコン

山陰石油 株式会社 安田精工 株式会社 出雲一畑交通 株式会社

株式会社 山陰放送 やまこう建設 株式会社 出雲ガス 株式会社

株式会社 山陰リース 山進運輸 株式会社 有限会社 井谷賀造園

株式会社 三協商会 ゆうゆう壱番館よなご 一畑工業 株式会社

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2022年9月30日現在）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（名簿公開に同意された会員の皆様）

「小さな親切」運動山陰本部　会員名簿
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【島根県】

会員名 会員名 会員名

合資会社 一文字家 シマネ益田電子 株式会社 有限会社 福間工務店

有限会社 伊藤金次郎商店 株式会社 島根リネン 株式会社 藤原技研工業

株式会社 今井書店 松栄 株式会社 平成記念病院

今岡工業 株式会社 社会医療法人 昌林会 株式会社 豊洋

石見銀山テレビ放送 株式会社 有限会社　松陽印刷所 株式会社 豊洋不動産

株式会社 植田建設 株式会社 昭和測量設計事務所 北陽警備保障 株式会社

雲南建設 株式会社 有限会社 白石家 株式会社 ホテル一畑

雲南道路サービス 株式会社 株式会社 真幸土木 公益社団法人 益田市医師会

オーケーリース 株式会社 株式会社 水利工材 益田タクシー 株式会社

大田商工会議所 株式会社 スヤマ産業 松浦造園 株式会社

有限会社 大原住建 須山木材 株式会社 松江一畑交通 株式会社

有限会社 小川商店 株式会社 石販 松江石油 株式会社

株式会社 隠岐三協サッシセンター 社会福祉法人 せんだん会 松江土建 株式会社

隠岐國商工会 損害保険ジャパン株式会社 山陰支店 株式会社 松永牧場

影山商事 株式会社 大軌建設 株式会社 株式会社 松本金物建材店

柏村印刷 株式会社 大昌 株式会社 株式会社 松屋開盛堂

株式会社 加地 合資会社 第弐商会 有限会社 まるいし

有限会社 勝清商店 株式会社 太陽建設コンサルタント まるなか建設 株式会社

カナツ技建工業 株式会社 武永印刷 株式会社 株式会社 みしまや

株式会社 キヌヤ 株式会社 都間土建 株式会社 美都の森モトヒロ

協栄金属工業 株式会社 学校法人 同志舎 三刀屋金属 株式会社

車田音楽事務所 Do　corporation　株式会社 明治安田生命保険相互会社 松江支社

有限会社 グランドホテル水天閣 株式会社 内藤組 株式会社 明和

ごうぎんキャピタル 株式会社 永井建設 株式会社 安来市商工会

ごうぎんリ-ス 株式会社 株式会社 中澤建設 安野産業 株式会社

江津市建設業協会 有限会社 中村技建工業 温泉津運送 有限会社

株式会社 後藤建設 中村ブレイス 株式会社 株式会社 吉崎工務店

山陰クボタ水道用材 株式会社 西ノ島町商工会 李白酒造 有限会社

山陰ケーブルビジョン 株式会社 日段 株式会社 安来工場 和幸 株式会社

山陰中央テレビジョン放送 株式会社 日海通信工業 株式会社 渡部印刷 株式会社

山陰パナソニック 株式会社 日商機材 株式会社 株式会社 渡部特殊土木

山陰三菱電機機器販売 株式会社 日発技研 株式会社 中島運輸機工 株式会社

株式会社 三栄 日発工業 株式会社 一般社団法人 西ノ島町観光協会

三瓶生コン 株式会社 有限会社 にのせ電子 株式会社 やまもと

三和興業 株式会社 日本海信用金庫 金見　美子

サンベ電気　株式会社 仁摩電器 株式会社 近藤　佳郎

島根印刷 株式会社 有限会社 野津善助商店 株式会社 山陰合同銀行

島根県商工会議所連合会 萩テレビ 株式会社 ごうぎん｢小さな親切｣の会

島根県信用保証協会 株式会社 ハゼヤマ

株式会社 島根産業 株式会社 浜村建設

しまね信用金庫 株式会社 はらぶん

島根中央信用金庫 飯古建設 有限会社

株式会社 島根東亜建物管理　 NPO法人　パーソンズサポート

島根トヨタ自動車 株式会社 ヒラタ精機 株式会社

島根日野自動車 株式会社 株式会社 福島石油

島根益田信用組合 株式会社　フクダ
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