
平成 28 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・面接会参加企業一覧 
 

【松江会場】平成 28 年 12 月 7 日（水） くにびきメッセ（大展示場） 12：30～16：00 

 主な業種 企業名 所在地 主な事業内容 

1 その他 

☆こっころカンパニー☆ 

☆しまねいきいき雇用賞☆ 

アースサポート㈱ 
松江市八幡町 882-2 

廃棄物収集・運搬・処理・リサイクル及びビ

ルメンテナンス 

2 情報通信 
㈱アイティープロデュース

出雲支店 
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及び販

売、ニアショア開発 

3 宿泊・飲食 浅利観光㈱ 松江市西茶町 40-1 松江市内に三拠点五棟のホテルを運営 

4 
教育・学習

支援 
㈱アミテイー 

松江市西嫁島 1-4-5ＳＰビル 1

Ｆ 
0 歳～18 歳までの英語・英会話指導 

5 サービス ＡＬＳＯＫ山陰㈱ 松江市朝日町 477-17 
機械警備、輸送警備、常駐警備、綜合管理

（消防設備点検等） 

6 卸売・小売 
☆こっころカンパニー☆ 

㈱一畑百貨店 
松江市朝日町 661 百貨店業 

7 宿泊・飲食 佳翠苑皆美（㈲玉造皆美） 松江市玉湯町玉造 1218-8 ホテル旅館業 

8 建設 
☆こっころカンパニー☆ 

カナツ技建工業㈱ 
松江市春日町 636 番地 

土木・建築工事の請負及び水処理施設の

建設・維持管理業務 

9 サービス 
☆こっころカンパニー☆ 

企業警備保障㈱ 
松江市大庭町 1812 番地 5 

警備業（施設警備、空港保安、交通誘導・

イベント警備） 

10 製造 木次乳業㈲ 雲南市木次町東日登 228-2 食品製造業（乳・乳製品）、酪農 

11 医療・福祉 ㈱ケアガイド 松江市佐草町 194-1 
介護付有料老人ホームあおぞら八重垣の

運営 

12 
教育・学習

支援 
㈱サクラサクセス 

松江市菅田町 180 アイウォーク

菅田ビル 3Ｆ 

個別指導形式・集団学習形式の学習塾運

営 

13 その他 ㈱山陰メディア通信社 
松江市西津田 3 丁目 1-57 第一

ビル 

広告代理店事業、情報誌事業、ダイレクト

マーケティング事業 

14 サービス 
㈱サンキ 

ボブヘアーグループ 
出雲市小山町 427-1 

島根県を中心に理美容室 13 店舗、移動美

容室ハッピー号 10 台展開 

15 サービス 
☆若者応援宣言企業☆ 

㈱サンテクノス 
松江市西嫁島 1 丁目 2 番 9 号 

金属・溶接部・コンクリート等を目視や機器

を使って調査する仕事 

16 卸売・小売 

☆若者応援宣言企業☆ 

㈱さんわファクトリー 
(旧社名：㈱松江三和部品商会) 

松江市矢田町 168-6 
携帯電話のショップを 9 店舗運営。通信機

器の販売・保守 

17 サービス 
☆こっころカンパニー☆ 

㈱島根東亜建物管理 
松江市浜乃木六丁目 5 番７号 

ビルメンテナンス業（清掃業務、設備業務、

警備業務） 

18 卸売・小売 島根トヨタグループ 松江市西津田 1 丁目 8-22 
トヨタ社製新車の販売、各種点検・修理、損

害保険代理店業務 他 

19 卸売・小売 
☆こっころカンパニー☆ 

島根トヨペット㈱ 
松江市西津田 3 丁目 2-7 

トヨタの新車及び各種中古車の販売、自動

車の点検・整備 他 

20 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 

日産車の新車販売、各メーカー車の中古

車販売、自動車整備 

21 卸売・小売 
☆こっころカンパニー☆ 

㈱ジュンテンドー 
益田市下本郷町 206-5 

ホームセンター、ドラッグストア、ブックセン

ター等の運営 

22 サービス ㈱昭和測量設計事務所 益田市高津四丁目 14-6 
建設・補償コンサルタント、測量業、地質調

査業、建設業 

23 宿泊・飲食 ㈲白石家 松江市玉湯町玉造 44-2 2016 年で創業 300 周年の旅館です。 

24 製造 須山木材㈱ 出雲市白枝町 139 番地 
木材製品の卸小売、製材、プレカット加工、

不動産管理 

25 サービス 
☆こっころカンパニー☆ 

セコム山陰㈱ 
松江市北陵町 34 番地 

機械警備とデータセンター事業を中心とし

たセキュリティ事業全般 

26 サービス ㈱竹下技術コンサルタント 出雲市里方町 717 番地 
測量、土地・建物補償、地質調査及び解

析、土木設計の各業務 

 



 

 

27 宿泊・飲食 ㈱田部 松江市魚町 49 
中国地方でケンタッキーやピザハットのフラ

ンチャイズ 45 店展開 

28 製造 ㈱谷口印刷 松江市東長江町 902-59 
書籍の出版及び商業印刷物の企画営業、

制作、印刷全般 

29 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 
お客様に最高の安らぎと感動を提供するこ

とを使命とします。 

30 製造 
☆こっころカンパニー☆ 

帝人コードレ㈱ 
大田市長久町長久イ 446 人工皮革の研究開発・製造・販売 

31 卸売・小売 東京靴㈱ 松江市東出雲町出雲郷1643-4 
西日本を中心に 38 店舗を展開する大型靴

専門店 

32 卸売・小売 
☆こっころカンパニー☆ 

㈲友田大洋堂 
松江市嫁島町 13-34 

理化学機器・試薬・硝子機器・バイオ・遺伝

子関連製品等の販売 

33 卸売・小売 ㈱永江印祥堂 松江市矢田町 250-63 
印章、ゴム印、軽印刷等の製造及び卸小

売業 

34 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 

35 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 

36 卸売・小売 ㈲ピー・エム・エー 
松江市菅田町 180 アイウォーク

菅田ビル 309 号 
OA 機器・通信機器の販売施工 

37 建設 ㈱ひらぎの 松江市学園一丁目 16 番 6 号 
木造住宅建築が主流で年間建築戸数は県

内トップクラスです。 

38 医療・福祉 ㈱ベストライフ 松江市春日町 543-2 有料老人ホームの運営に係る一切の事業 

39 サービス 
☆こっころカンパニー☆ 

北陽警備保障㈱ 
松江市袖師町 9 番 35 号 

警備業務、各種セキュリティ商品販売レン

タル施工、消防設備施工 

40 宿泊・飲食 ㈱松江エクセルホテル東急 松江市朝日町 590 番地 ホテル経営の受託 

41 建設 

☆くるみん認定企業☆ 

☆こっころカンパニー☆ 

☆しまねいきいき雇用賞☆ 

松江土建㈱ 

松江市学園南二丁目 3 番 5 号 
総合建設業（建築・土木・舗装）、宅地建物

取引業、水質浄化事業 

42 サービス ㈱松江浜乃木自動車教習所 松江市浜乃木 3 丁目 5-2 運転免許取得業務、公安委員会委託業務 

43 宿泊・飲食 ㈲松の湯（松乃湯） 松江市玉湯町玉造 1215 温泉旅館（松乃湯） 

44 製造 ㈱マツヤ神戸屋 松江市矢田町 250 番地 20 パン、洋菓子類の製造及び販売 

45 製造 ㈱丸加石材工業 
松江市東出雲町出雲郷 557 番

地 2 

墓石、建築用石材等の設計、施工、加工、

製造、販売 

46 サービス ㈱丸三 出雲市渡橋町 1239 
アミューズメント事業、ネットカフェ事業、外

食事業 

47 製造 丸高工業㈱ 
松江市東出雲町下意東 1524

番地 1 

農業用、一般機械器具の製造、販売その

他 

48 医療・福祉 (医)水澄み会 浜田市三隅町河内 451-1 
高齢者の医療・福祉サービス全般（介護保

険事業） 

49 医療・福祉 
(社福)みつき福祉会 

グループホームひさご苑 
松江市浜佐田町 125 入居されている高齢者様の介護 

50 製造 ㈱守谷刃物研究所 安来市恵乃島町 113 番地 1 金属部品加工 

51 
製造、 

卸売・小売 
モルツウェル㈱ 松江市黒田町 454-3 

①真空調理食材製造販売 ②厨房受託事

業 ③在宅高齢者生活支援事業 

52 卸売・小売 
ヤンマーアグリジャパン㈱

中四国カンパニー 
岡山県倉敷市亀山 622 

農業用機械の販売・整備、農業資材の販

売 

53 卸売・小売 ㈱ユニコン 松江市東朝日町 29 番地 
インテリア、建材、住宅設備機器、塗料、接

着剤、情報機器卸小売及び建築専門工事 

54 サービス 菱農エンジニアリング㈱ 松江市東出雲町揖屋 605 番地 
農業機械の設計実験、資料の製作、ハウ

ス、汚砂処理機、藻刈船、設計製作 
 

（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 


