2019(平成31)年3月8日開催 「尾道地域企業合同説明会」 【参加予定企業】
※募集職種・募集対象者の内容は、資料が出来次第、ＨＰに掲載します。
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大洋ポーク(株)

尾道市長者原2丁目165-16

畜産業

建設業

(株)青木組

尾道市土堂2丁目8-14

建設業

3

建設業

(株)梅垣組

尾道市久保町1026

建築工事の設計・施工・監理、営業

4

建設業

(株)加度商

尾道市栗原西2丁目3-15

建設業、不動産業

5

建設業

國本建築堂(株)

尾道市西久保町27-2

建設業

6

建設業

(株)佐藤工務店

尾道市高須町3733-1

総合建設業（建築・土木）

7

建設業

三和鉄構建設(株)

尾道市高須町5267

総合建設業、住宅新築・増改築、鉄骨加工

8

建設業

(株)塩田

尾道市長江1丁目1-4

給排水設備工事、空調設備工事、各種配管工事設
計施工、十滝設備機器販売、プロパン(ＬＰ)ガス販
売、各種ガス機器販売

9

建設業

(株)備後開発

尾道市高須町5542

建設業

10

建設業

福山電業(株)

尾道市東尾道10-18

電気設備工事

11

建設業

ロイヤルインテリア(株)

尾道市三軒家町16-4

室内装飾業、リフォーム業

12

食料品製造業 アイサービス(株)

尾道市美ノ郷町本郷1-123

病院・施設等の食事サービス業務
医療・福祉向け食品製造業務

13

食料品製造業 今岡製菓(株)

尾道市美ノ郷町本郷455－9

粉末清涼飲料などの製造・販売

14

食料品製造業 (株)カタオカ

尾道市東尾道15-10

水産塩干物製造卸

15

食料品製造業 川原食品(株)

尾道市東尾道15-12

食品製造業

16

食料品製造業 (株)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
の製造販売

17

食料品製造業 まるか食品(株)

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

尾道市美ノ郷町本郷1-182

特殊鋼（主に金型材）の販売並びに熱処理加工

18

鉄鋼業

小山鋼材(株)

19

金属製品製造業 青木鉄工(株) 尾道工場

尾道市向島町111

船体ブロック製造

20

金属製品製造業 圓光産業(株)

尾道市因島重井町474-25

溶融亜鉛めっき

21

金属製品製造業 岡本工機(株)

尾道市長者原1丁目220-55

歯車の設計・製造・販売

22

金属製品製造業 (株)京泉工業

尾道市向島町16061-18

舶用艤装品製造（金属加工業）

23

金属製品製造業 (株)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)

24

金属製品製造業 (株)寺本鉄工所

尾道市正徳町29-21

船舶艤装品の製造

25

金属製品製造業 (株)ユニオンプレート

尾道市美ノ郷町本郷20001-159

金属材料の製造・加工・販売

26

機械器具製造業 イワキテック(株)

尾道市因島重井町474-7

舶用工業製品

27

機械器具製造業 因島鉄工(株)

尾道市因島三庄町1573

船体ブロックの製造および産業機械の部品加工・
組立・電装
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28

機械器具製造業 尾道造船(株)

尾道市山波町1005

船舶の製造・修繕

29

機械器具製造業 尾道プレス工業(株)

尾道市長者原2丁目165-34

建設機械部品の製造、自動車部品の製造

30

機械器具製造業 片山工業(株)

尾道市因島重井町496

ガスタービン自家発電装置及び都市ごみ処理関連
機器の製造

31

機械器具製造業 (株)河原

尾道市長者原2丁目162-11

一般機械器具製造

32

機械器具製造業 (株)木曽造船

尾道市向東町906

船舶の建造・修理

33

機械器具製造業 (株)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

34

機械器具製造業 (株)三和ドック

尾道市因島重井町600

船舶の修理・メンテナンス・改造を専門に行う造船
企業

35

機械器具製造業 ジャパンマリンユナイテッド(株) 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製作

36

機械器具製造業 新栄産業(株)

尾道市因島重井町5012

船舶内装の設計・施工・管理

37

機械器具製造業 (株)新浜工作所

尾道市長者原2丁目162-21

輸送用機械器具製造業

38

機械器具製造業 (株)天満電機産業

尾道市高須町2956-10

各種クレーン・油圧バケット・電気制御盤の設計・製
作・施工

39

機械器具製造業 内海造船(株)

尾道市瀬戸田町沢226-6

各種船舶の建造及び修理

40

機械器具製造業 (株)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

41

機械器具製造業 (株)畑谷製作所

尾道市長者原2丁目162-20

産業用一般機械器具製造

42

機械器具製造業 (株)ハリソン産業因島

尾道市因島重井町5265

熱交換器製造

43

機械器具製造業 向島造機(株)

尾道市向島町9954-3

船舶修繕業、産業用機械器具製造業

44

機械器具製造業 向島ドック(株)

尾道市向島町864-1

船舶修理業・内航海運業・マリーナ事業

45

製造業（その他） (株)赤坂ボーリング

尾道市御調町丸門田467-1

ケミカル化学製品製造、ボーリングさく井工事

46

製造業（その他） (株)イカイアウトソーシング

尾道市東尾道20

タイヤ製造業

47

製造業（その他） (株)正和クリーン

尾道市長者原1丁目220-7

各種資源物及びＰＥＴボトルのリサイクル、一般廃
棄物の収集運搬

48

製造業（その他） 瀬戸内通信鋼業(株)

尾道市高須町5728

携帯電話の中継基地局用アンテナの取付部材・架
台の設計・製造

49

製造業（その他） 中国紙工業(株)

尾道市美ノ郷町本郷455-54

紙加工品の製造・販売

50

製造業（その他） 美建工業(株)

尾道市長者原1丁目220-17

コンクリート製品製造業

51

製造業（その他） マルアイユニティー(株) 尾道事業所

尾道市美ノ郷町本郷455－6

光学フィルムの加工業務

52

製造業（その他） リョービミツギ(株)

尾道市御調町高尾200

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

尾道市栗原東1丁目1-16

業務システム開発、システム機器販売

53

情報通信業

(株)パイオニア電子計算センター

54

運輸・倉庫業 尾道諸品倉庫(株)

尾道市新浜1丁目4-22

倉庫・運送業

55

運輸・倉庫業 おのみちバス(株)

尾道市東尾道18-1

旅客自動車運送事業

56

運輸・倉庫業 (株)シーエックスカーゴ尾道流通センター

尾道市美ノ郷町本郷1-1

ＣＯＯＰ商品の仕分け・配送
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57

運輸・倉庫業 尾三物流(株)

尾道市美ノ郷町本郷1-143

物流業

58

運輸・倉庫業 備後通運(株)

尾道市東尾道14-8

運輸業、倉庫業、通関業他

59

運輸・倉庫業 ヤマト運輸(株)

尾道市美ノ郷町三成78-9

運送業

60

卸売・小売業 (株)アマノ

尾道市東尾道4-1

建設資材の総合販売及び施工

61

卸売・小売業 アンデックスソリューション(株)

尾道市東尾道15-29

ＮＴＴドコモ代理店として広島県内５カ所でドコモ
ショップ運営

62

卸売・小売業 (株)エブリイ

尾道市新浜1丁目7-9

小売業

63

卸売・小売業 尾道ダイハツ販売(株)

尾道市高須町907-1

新車・中古車・保険・メンテナンス商品の販売

64

卸売・小売業 尾道三菱自動車販売(株)

尾道市山波町3030-1

新車・中古車販売、整備、保険代理業

65

卸売・小売業 (株)カープランニング広島

尾道市高須町5575

自動車販売、カーリース、車検、整備、保険

66

卸売・小売業 (株)勝田商店

尾道市栗原町8507-2

高級ワインの輸入・販売

67

卸売・小売業 鐵萬商事(株)

尾道市長者原2丁目162-4

卸売業

68

卸売・小売業 共和工機(株)

尾道市栗原西2丁目4-22

機械器具の販売、工場の省エネ・ロボット等の自動
化提案

69

卸売・小売業 (株)啓文社

尾道市東尾道10-26

書籍等の販売

70

卸売・小売業 佐藤産業(株)

尾道市西藤町226

家具卸売業

71

卸売・小売業 山陽工業(株)

尾道市高須町904

管材営業、空調衛生工事、ホテル業

72

卸売・小売業 (株)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

73

卸売・小売業 スズキ中国販売(株)

尾道市高須町5030

自動車販売、修理、リサイクル

74

卸売・小売業 大信産業(株)

尾道市美ノ郷町本郷1-180

農薬・肥料・農業用資材の卸売、緑化作業請負

75

卸売・小売業 ダイレックス(株)

尾道市東尾道17-2

食料品・一般医薬品・化粧品・家電製品・酒類・衣
料品等の生活必需品の販売

76

卸売・小売業 (株)西兵商店

尾道市新高山3丁目1178-8

建築資材販売

77

卸売・小売業 日工(株)

尾道市東尾道9-1

卸売業

78

卸売・小売業 ニッコー機材(株)

尾道市高須町5702

舶用機材の設計・製造・総合卸、農林業機材総合
卸

79

卸売・小売業 (株)のとテック

尾道市高須町5103-1

ドコモショップ運営、デイサービス運営

80

卸売・小売業 東中国スズキ自動車(株)

尾道市西則末町2-22

広島県東部、岡山県のスズキ正規デーラー

81

卸売・小売業 広川グループ

尾道市高須町4838-1

広川㈱・広川エナス㈱・広川フーズ㈱
石油製品、ガス、住宅設備機器、エコエネルギー機
器の卸売・小売
業務用食品の卸売、食品製造

82

卸売・小売業 ヒロホー(株)

尾道市長者原1丁目220-6

物流・梱包資材の総合商社・メーカー

83

卸売・小売業 (株)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

84

卸売・小売業 (株)ププレひまわり

尾道市栗原西1丁目4-16 他

小売業（ドラッグストア）

85

卸売・小売業 (株)ホンダカーズ尾道

尾道市高須町5127

ホンダブランドの新車・中古車販売及び整備
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86

卸売・小売業 丸果三原合同青果(株)

尾道市御調町丸門田904

青果市場、もやし製造・販売

87

卸売・小売業 マルキン(有)

尾道市東尾道6-6

通信販売事業

88

卸売・小売業 (株)ミヤジ

尾道市東尾道9-10

建材の卸売・加工・施工

89

卸売・小売業 (株)ゆきひろ

尾道市栗原町5378

スーパーマーケット

90

金融・保険業 損害保険ジャパン日本興亜(株)

尾道市土堂1丁目10-13 レイクス尾道ビル7F 損害保険・生命保険事業

91

金融・保険業 備後信用組合

尾道市東尾道2-8

中小企業等協同組織金融業

92

不動産・物品賃貸業

(株)タカハシ

尾道市高須町4755-39

不動産業

93

不動産・物品賃貸業

(株)トヨタレンタリース広島

尾道市栗原町1-6

カーリース事業、レンタカー事業

94

不動産・物品賃貸業

(株)ユニロック

尾道市御調町国守65-1

ユニットハウスのレンタル

95

不動産・物品賃貸業

(株)リョーキ

尾道市高須町4786-3

建設機械レンタル業

96

宿泊・飲食サービス業

(有)いっとく

尾道市土堂1丁目11-16

居酒屋、カフェ、バル、スイーツ専門店、ゲストハウ
スなどを経営

97

宿泊・飲食サービス業

(株)ホテル・アルファーワン尾道

尾道市西御所町1-1

ビジネスホテルの運営

98

医療・福祉

尾道発達相談・療育支援センター あづみ園 尾道市久保町1811

障害者（児）の通所支援及び就労支援

99

医療・福祉

(社福)尾道さつき会

尾道市久保町1786

社会福祉事業

100

医療・福祉

(社福)尾道のぞみ会

尾道市久保町92-2

社会福祉事業

101

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

病気・怪我療養後の高齢者に対する医療・介護・リ
ハビリ支援

102

医療・福祉

(株)誠和

尾道市新浜1丁目9-22

福祉事業

103

医療・福祉

(公財)中国労働衛生協会 尾道検診所

尾道市平原3丁目1-1

健康診断、保健指導、健康教育、社会貢献等

104

医療・福祉

(株)ニチイ学館 福山支店

尾道市東御所町9-1

介護訪問事業、総合病院での受付事務及び診療
報酬請求事務

105

医療・福祉

(有)ひまわりライフケアサポート

尾道市久保2丁目15-17

介護事業

106

医療・福祉

介護老人保健施設 やすらぎの家

尾道市久保町1718

高齢者介護

107

医療・福祉

(社福)若葉

尾道市因島大浜町427-9

認定こども園、児童・障害者・高齢者福祉施設の運
営

108

サービス業

(株)オガワエコノス

尾道市御調町大田986-4

一般・産業廃棄物収集運搬、中間処理、再生、ＲＰ
Ｆ製造、浄化槽維持管理、清掃、下水道施設の維
持管理等

109

サービス業

尾道市農業協同組合

尾道市新浜1丁目10-31

信用・共済・購買・販売・営農指導・生活指導・高齢
者福祉・葬祭・ＬＰＧ・車両

110

サービス業

セコム(株) 中国本部

尾道市西御所町14-15

各種セキュリティーサービス

111

サービス業

(株)ニチゾウテック 広島事業部

尾道市向東町14755

メンテナンス業、非破壊検査業

112

サービス業

ミネオカ測量設計(株)

尾道市東尾道10-20

測量・設計・調査、各種申請業務

113

サービス業

(株)メディアテック 一心

尾道市美ノ郷町三成3

電話、電気の各工事
携帯電話基地局、太陽光発電設備、ＣＡＴＶの・設
計・施工・保守

114

サービス業

(株)ユーアンドミィー

尾道市東久保町15-20

飲食業・介護事業
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