2018.7.18「高校生を対象とした事業所説明会」参加予定企業一覧
番号

業種

1

農業

2

事業所名

市内所在地

主な事業内容

大洋ポーク㈱

尾道市長者原2-165-16

畜産業

建設業

㈱青木組

尾道市土堂2-8-14

一般土木・港湾土木・浚渫工事・とび土工・水道布設工事

3

建設業

國本建築堂㈱

尾道市西久保町27-2

設計・工務店・建築業（新築・リフォーム・リノベーション）・不
動産業
同事業所内 インテリア・雑貨屋 nid 併設

4

建設業

三和鉄構建設㈱

尾道市高須町5267

総合建設業、事務所・倉庫などの一般建築の設計施工、鋼
構造物工事業、戸建住宅施工販売、住宅リフォーム

5

建設業

㈱備後開発

尾道市高須町5542

舗装工事業

6

建設業

備後道路㈱

尾道市高須町5267

道路安全施設施工業（センターライン・横断歩道・ガードレー
ル・標識施工）

7

建設業

宮地機工㈱

尾道市東尾道9-9

冷凍空調設備・ビル建材・住宅建材・新エネルギー機器・福
祉住環境リフォームに付帯又は関連する一切の事業
昆布・水産物の加工・販売及び輸出入業

8

食料品製造業 ㈱味昆

尾道市東尾道12-1

9

食料品製造業 今岡製菓㈱

尾道市美ノ郷町本郷新池田455-9 粉末清涼飲料・加工原料の製造

10

食料品製造業 ㈱カタオカ

尾道市東尾道15-10

水産塩干物製造卸

11

食料品製造業 クニヒロ㈱

尾道市東尾道15-13

生かきをはじめとする生鮮魚介類の加工販売、冷凍食品及
びチルド食品の製造:・販売

12

食料品製造業 シノブフーズ㈱

尾道市美ノ郷町本郷1-65

米飯加工食品（弁当、おにぎり、寿司等）・調理パン（サンド
イッチ等）・惣菜等の製造販売

13

食料品製造業 ㈱神明きっちん 中四国工場

尾道市美ノ郷町本郷1-35

米の搗精・精米業

14

食料品製造業 福利物産㈱

尾道市東尾道14-20

佃煮、煮豆、味付ちりめん等の製造・販売

15

食料品製造業 ㈱北洋本多フーズ

尾道市山波町1-1

海産物卸販売及び佃煮、煮豆、惣菜、やわらか食製造販売

16

食料品製造業 まるか食品㈱

尾道市美ノ郷町本郷455-10

スルメフライを主体に、海産珍味およびスナック類の製造販
売

17

食料品製造業 ㈱山本屋

尾道市美ノ郷町本郷字新本郷1-74 菓子製造業

18

鉄鋼業

遠藤工業㈱

尾道市新浜2-8-24

鉄骨製作事業

19

金属製品製造業 圓光産業㈱

尾道市因島重井町474-25

溶融亜鉛めっき

20

金属製品製造業 岡本工機㈱

尾道市長者原1-220-55

歯車の製造、販売

21

金属製品製造業 片山工業㈱

尾道市因島重井町496

金属製品加工業

22

金属製品製造業 ㈱京泉工業

尾道市向島町16061-18

船舶用鉄工艤装品製造販売（金属加工業）

23

金属製品製造業 興進産業㈱ 向島工場

尾道市向島町9954-5

造船用鋼板の各種加工、船体ブロック組立て

24

金属製品製造業 ㈱三平工作所

尾道市向島町16033-88

金属製品製造業（製鉄、発電、環境、輸送機器製作）

25

金属製品製造業 ㈱寺本鉄工所

尾道市正徳町29-21

デッキクレーンポスト、デリック装置、滑車・金物等の舶用荷
役装置 及び 各種産業機械の製造

26

金属製品製造業 日立造船㈱ 向島工場

尾道市向東町14755

橋梁等の鉄鋼構造物の製造

27

金属製品製造業 広島アタイス工業㈱

尾道市長者原1-220-40

主に自動車・自転車向け、精密金型の設計・製造及び販売

28

金属製品製造業 ㈱ユニオンプレート

尾道市美ノ郷町本郷1-159

金属プレート（金属材料）の製造・加工・販売

29

金属製品製造業 リョービミツギ㈱

尾道市御調町高尾200

ダイカスト（アルミニウム、マグネシウム）・プラスチック成形
品の製造 及び 金型製作

30

機械器具製造業 ㈱アイメックス

尾道市因島土生町2293-1

ボイラ、ディーゼルエンジン、環境機器、産業機械の設計製
造・据付

31

機械器具製造業 青木鉄工㈱ 尾道工場

尾道市向島町111(ＪＦＥ商事造船加工㈱内)

船体ブロック、船舶艤装品等の製作

32

機械器具製造業 イワキテック㈱

尾道市因島重井町474-７

舶用工業製品

33

機械器具製造業 因島鉄工㈱

尾道市因島三庄町1573

船体ブロック製造業 および 一般機械器具製造業

34

機械器具製造業 栄信産業㈱

尾道市御調町丸門田1188

機械加工、組立

35

機械器具製造業 尾道造船㈱

尾道市山波町1005

船舶の製造、修繕

36

機械器具製造業 尾道プレス工業㈱

尾道市長者原2-165-34

建設機械部品 及び 自動車部品の製造

37

機械器具製造業 ㈱河原

尾道市長者原2-162-11

一般機械器具製造販売

38

機械器具製造業 ㈱木曽造船

尾道市向東町906

造船業（船舶の建造および修理）

39

機械器具製造業 ㈱共立機械製作所

尾道市正徳町32-17

船舶用艤装品（装置）設計・製造・販売・アフターサービス

40

機械器具製造業 ㈱三和ドック

尾道市因島重井町600

船舶修繕技能職

41

機械器具製造業 ジャパンマリンユナイテッド㈱ 因島工場 尾道市因島土生町2477-16

艦船、商船の改造修理及び各種鉄鋼構造物の作成

42

機械器具製造業 ㈱新浜工作所

尾道市長者原2-162-21

輸送用機械器具製造業

43

機械器具製造業 瀬戸内クラフト㈱

尾道市向東町9210

軽合金製船舶製造業

44

機械器具製造業 ㈱天満電機産業

尾道市高須町2956-10

各種クレーン設計施工、各種油圧バケット設計施工、電気制
御関連設計施工、ゴミ関連プラント全般、立体駐車場他、各
種産業用電気機械設計施工

45

機械器具製造業 東幸海運㈱ 笹木重工事業部

尾道市因島重井町5418

舶用機関室通風ダクト・排気管製造

46

機械器具製造業 内海造船㈱

尾道市瀬戸田町沢226-6

各種船舶の建造 及び 修理

47

機械器具製造業 ㈱ナカタ・マックコーポレーション

尾道市潮見町6-11

船舶塗装、海運、船舶荷役装置

48

機械器具製造業 日昇無線㈱

尾道市因島重井町474-15

①生産設備 ②舶用機械 ③制御・システム ④電力インフ
ラ ⑤陸上通信

49

機械器具製造業 ㈱ハリソン産業因島

尾道市因島重井町5265

熱交換器製造

50

機械器具製造業 ㈱三谷製作所

尾道市向東町14745-22

製鉄所の製造ライン用補修部品の製作

51

機械器具製造業 向島造機㈱

尾道市向島町外新開9954-3

内航船舶修繕業
一般産業用機械器具製造業（棒鋼圧延装置）

52

機械器具製造業 向島ドック㈱

尾道市向島町864－1

船舶修理業、内航海運業、マリーナ事業

53

製造業（その他） ㈱イカイアウトソーシング 尾道事業所 尾道市東尾道20

構内請負業

54

製造業（その他） ㈱正和クリーン

尾道市長者原1-220-7

製造業、その他

55

製造業（その他） 瀬戸内通信鋼業㈱

尾道市高須町5728

情報通信設備を設置するための鋼材加工

56

製造業（その他） 中国紙工業㈱

尾道市美ノ郷町本郷字新池田455-54 紙加工品の製造・販売

57

製造業（その他） 日東電工㈱ 尾道事業所

尾道市美ノ郷町本郷455-6

58

製造業（その他） マルアイユニティー㈱ 尾道事業所 尾道市美ノ郷町本郷455-6

光学材料の製造（PC、液晶TV、携帯電話用光学フィルム等）

光学フィルムの加工業務

59

運輸業

㈱シーエックスカーゴ

尾道市美ノ郷町本郷字新本郷1-1

一般貨物自動車運送事業、倉庫業、物流企画、商品管理、
事業開発

60

運輸業

備三タクシー㈱

尾道市山波町3101-9

タクシー業

61

運輸業

尾三物流㈱

尾道市美ノ郷町本郷1-143

運送業、倉庫業、港湾荷役運送業

62

運輸業

丸協運輸㈱ 広島営業所

尾道市御調町国守65-5

一般貨物自動車運送事業

63

卸売・小売業 アンデックスソリューション㈱

尾道市東尾道15－29

ドコモの1次代理店として広島県内に5つのドコモショップを運
営

64

卸売・小売業 ㈱エブリイ

尾道市新浜1-7-9

小売業

65

卸売・小売業 尾道ダイハツ販売㈱

尾道市高須町907-1

ダイハツ車の新車、中古車販売
車両整備及び修理

66

卸売・小売業 ㈱カープランニング広島

尾道市高須町5575

自動車販売店

67

卸売・小売業 鐵萬商事㈱

尾道市長者原2-162-4

鋼材販売、ショットブラスト加工

68

卸売・小売業 山陽工業㈱

尾道市高須町904

管工機材・住設機器のルートサービス、空調・衛生工事の設
計、観光ホテル業、フューチャー工法による管加工・プレハブ
管加工台ユニット製作

69

卸売・小売業 ㈱G-7・オート・サービス

尾道市山波町399-1

カー用品店「オートバックス」の運営

70

卸売・小売業 スズキ中国販売㈱

尾道市高須町5030

自動車販売、修理、整備、リサイクル

71

卸売・小売業 ダイレックス㈱

尾道市東尾道17-2

ドラッグストア、スーパーマーケット、ディスカウントストア、
ホームセンターの融合した新業態の店舗を全国展開してい
ます。

72

卸売・小売業 日工㈱

尾道市東尾道9-1

断熱材・工業用ゴム製品卸売

73

卸売・小売業 ネッツトヨタ広島㈱

尾道市高須町900-2

自動車販売・修理
自動車部品・用品販売他

74

卸売・小売業 ㈱のとテック

尾道市高須町5103-1

75

卸売・小売業 ㈱ハローズ

尾道市高須町4779-9 （東尾道店他） スーパーマーケットのチェーン展開

76

卸売・小売業 ㈱福井亀之助商店

尾道市東尾道11-19

包装資材、梱包、物流、産業資材、各種省力機器の総合商
社、技術商社

77

卸売・小売業 ㈱福屋 尾道福屋

尾道市東御所町1-10

百貨店業

78

卸売・小売業 ㈱ププレひまわり

尾道市新浜1-7-7 （尾道西店他） ・併設フェイシャルエステサロン、併設業務スーパーの運営

ドコモショップ運営、デイサービス

・大型ドラッグストア「スーパードラッグひまわり」「サプラス」の運営
・併設調剤薬局「ひまわり薬局」の運営

79

卸売・小売業 マルキン㈲

尾道市東尾道6－6

総合食品卸売業、通販

80

卸売・小売業 村井石油㈱

尾道市因島土生町2257-1

ガソリンスタンド

81

卸売・小売業 ㈱ゆきひろ

尾道市栗原町5378

スーパーマーケット

82

宿泊・飲食サービス業

㈲いっとく

尾道市土堂1-11-16

居酒屋、バル、カフェ、スイーツ専門店、テイクアウト専門カ
フェ、雑貨販売店、ゲストハウス経営

83

宿泊・飲食サービス業

㈱ホテルアルファーワン尾道

尾道市西御所町1-1

ビズネスホテル運営

84

宿泊・飲食サービス業

㈱ユーアンドミィー

尾道市高須町1329-1

飲食店（焼肉、カフェ）、介護事業

85

医療・福祉

㈲上西

尾道市御調町丸門田446-1

介護福祉事業

86

医療・福祉

(社福)尾道のぞみ会

尾道市久保町92-2

障がい者福祉事業

87

医療・福祉

（社福）華野福祉会 はなの苑

尾道市向東町12255-1

老人介護業務

88

医療・福祉

(医)精彩会 介護老人保健施設 精彩園 尾道市美ノ郷町三成339-3

介護老人保健施設

89

医療・福祉

㈱誠和 （きららグループ）

尾道市新浜1-9-22

高齢者福祉事業

90

医療・福祉

㈲トッツ

尾道市平原3-1-15

高齢者介護事業

91

医療・福祉

㈲ひまわりライフケアサポート

尾道市久保2-15-17

介護事業

92

医療・福祉

ファミリー歯科 宮地

尾道市因島中庄町3314-2

歯科医院

93

サービス業

新和ビル・サービス㈱

尾道市栗原東1-6-29

ビルメンテナンス業・サニテーション業

94

サービス業

㈱ニチゾウテック 広島事業部

尾道市向東町14755

エンジニアリング、メンテナンス、非破壊検査

95

サービス業

広島綜警サービス㈱

尾道市高須町4772-1

ALSOKとして広島県内を担当する警備業（常駐警備）の会社
（サービス業）

96

サービス業

㈲マルアール中国冷機サービス

尾道市高須町3662

冷蔵、冷凍、空調機器等メンテナンス

97

サービス業

メディアプレス瀬戸内㈱

尾道市美ノ郷町本郷1-77

読売新聞の印刷、輪転機等の保守

