
（順不同）

NO 圏域 法人・企業名 NO 圏域 法人・企業名 NO 圏域 法人・企業名

1 大東町 第一印刷㈲ 36 加茂町 福島商事 71 木次町 木次燃料店㈲

2 大東町 大東自動車整備工場 37 加茂町 協同組合加茂ネービル 72 木次町 大阪屋茶舗

3 大東町 ㈲日油島根工場 38 加茂町 ㈲ナカムラ 73 木次町 木次自動車教習所

4 大東町 ㈲山根建設 39 加茂町 ㈱丸共加茂給油所 74 木次町 ㈲木次石油

5 大東町 クリーンアメニックス㈲ 40 加茂町 ㈲アプローズおかだ 75 木次町 里熊亭

6 大東町 ㈲石原造園 41 加茂町 ㈲美容室アール 76 木次町 西八製菓㈱

7 大東町 さくら薬局 42 木次町 いぬい建材店 77 木次町 ㈱中央新報サービス

8 加茂町 ㈲松林鉄工 43 木次町 めかだ電気店㈲ 78 木次町 木次電気工業所

9 加茂町 松林企工㈲ 44 木次町 天野館 79 木次町 ㈲野津木工所

10 加茂町 カナール㈲鴨鍋製造所 45 木次町 衣料のかない 80 木次町 ㈲フジハラメンテナンス

11 加茂町 永瀬医院 46 木次町 山根医院 81 木次町 ㈲大原電気

12 加茂町 医療法人　緑国会 47 木次町 藤原薬局 82 木次町 田中モータース商会

13 加茂町 青木歯科医院 48 木次町 多根理容店 83 木次町 奥出雲コスモ病院

14 加茂町 日本コルマー㈱ 49 木次町 ㈱メデュアクト 84 木次町 トヨタカローラ島根㈱雲南店

15 加茂町 たちばら保育園 50 木次町 NPO法人おっちラボ 85 木次町 ㈲ピレリ－フレンズ

16 加茂町 ネスター㈱島根工場 51 木次町 ㈲石田魚店 86 木次町 （一社）雲南建設業協会

17 加茂町 社会福祉法人かも福祉会 52 木次町 川本医院 87 木次町 島根トヨタ自動車㈱雲南店

18 加茂町 ㈲大原住建 53 木次町 ふくま生花店 88 木次町 ㈲雲南交通電機

19 加茂町 ㈲林精工 54 木次町 木次酒造㈱ 89 木次町 ㈲雲南鈑金自動車

20 加茂町 キンヤ㈱ 55 木次町 田丸屋酒店 90 木次町 ㈲森山自動車工業

21 加茂町 山光㈱ 56 木次町 出雲商店 91 木次町 ㈲リョウワ

22 加茂町 ㈱深田建設 57 木次町 美園 92 木次町 ㈲かのう

23 加茂町 雲南建設㈱ 58 木次町 冨士屋百貨店 93 木次町 和かな寿司

24 加茂町 雲南道路サービス㈱ 59 木次町 ㈲ヒノヤ薬房 94 木次町 井上歯科医院

25 加茂町 常松土建㈱ 60 木次町 ㈲兼折商店 95 木次町 雲南かまぼこ

26 加茂町 雲南福祉サービス㈱ 61 木次町 ヘアーサロンヤマダ 96 木次町 ㈱小林栄太郎商店

27 加茂町 イマックス㈱雲南営業所 62 木次町 大衆酒場かもと 97 木次町 若松家㈲

28 加茂町 ㈲トリム薬局 63 木次町 奥井食堂 98 木次町 島根ダイハツ販売㈱雲南店

29 加茂町 ㈱八雲石油 加茂給油所 64 木次町 中国労働金庫　雲南支店 99 木次町 小林茂商店

30 加茂町 ミケン電設㈲ 65 木次町 ㈲かね平 100 木次町 ㈲あいねっときすき

31 加茂町 本永瀬医院 66 木次町 しまね信用金庫 101 木次町 ㈱木次設備工業

32 加茂町 清水医院 67 木次町 貴光 102 木次町 周藤製材㈲

33 加茂町 長尾セメント工業㈲ 68 木次町 雲南市商工会　木次支部 103 木次町 ㈲ニシカワ

34 加茂町 ㈱明和 69 木次町 光プロジェクト㈱ 104 木次町 木村豆富店

35 加茂町 島根県LPガス事業協同組合 70 木次町 カネシ酒店 105 木次町 ㈲田部印刷
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（順不同）

NO 圏域 法人・企業名 NO 圏域 法人・企業名 NO 圏域 法人・企業名

106 木次町 高尾板金工作所 141 木次町 ㈲日登工業 176 木次町 ㈲木次印刷

107 木次町 ㈲中井木工所 142 木次町 ㈲坂根出店 177 木次町 ㈲e・シグマデザイン

108 木次町 三和興業㈱ 143 木次町 ㈲板持土木 178 木次町 岩佐書店

109 木次町 ㈱児島工務店 144 木次町 田本建設㈲ 179 木次町 コミュニティナースカンパニー

110 木次町 ㈱ケイツウ 145 木次町 ㈱陶山建設 180 木次町 電化プラザミヤウチ

111 木次町 ㈱内田 146 木次町 カメラの藤原 181 三刀屋町 カーベル雲南

112 木次町 又新建材 147 木次町 ㈱えすみ 182 三刀屋町 ㈲喫茶ハイブリッヂ

113 木次町 ㈱ゼンキンメタル 148 木次町 ㈲ファッションアトリエ・タマキ 183 三刀屋町 ㈲古田保険センター

114 木次町 山陰酸素工業㈱ 149 木次町 ㈲内田恵造商店 184 三刀屋町 ビー・アイ・サポート㈱

115 木次町 難波石油㈱ 150 木次町 秦野歯科医院 185 三刀屋町 御菓子司　橘屋

116 木次町 JAしまね雲南地区本部 151 木次町 タイヤセンター雲南 186 三刀屋町 池田ぶどう農園

117 木次町 ケアセンターきすき 152 木次町 ㈲おくい 187 吉田町 会席たむら

118 木次町 ㈲協和製作所 153 木次町 シャディーギフトこばやし 188 吉田町 吉原亀栄堂

119 木次町 総合防災工業 154 木次町 三葉タクシー 189 吉田町 ムラゲレンジャー

120 木次町 幸和建設㈱ 155 木次町 島根日産自動車㈱雲南店 190 吉田町 吉田自動車

121 木次町 松下金物店㈲ 156 木次町 ㈲サンコープ雲南 191 吉田町 ㈱吉田ふるさと村

122 木次町 ㈱井谷明盛堂 157 木次町 ㈲ふじみつ弁当センター 192 吉田町 大嶋鮮魚店

123 木次町 木次運送㈲ 158 木次町 木野村電器店 193 吉田町 吉田グリーンシャワーの森

124 木次町 大成電気水道工業㈱ 159 木次町 田中工業㈱ 194 掛合町 ㈲香川建設

125 木次町 ㈲松原産業 160 木次町 ㈲トップウェイ 195 掛合町 ㈲落部商店

126 木次町 雲南都市開発㈱ 161 木次町 エスミ産業 196 掛合町 ㈱竹下本店

127 木次町 竹下衣料店 162 木次町 柿木木工所 197 掛合町 ㈲川口オート掛合

128 木次町 木村医院 163 木次町 ㈱渡部特殊土木 198 掛合町 ㈲大野モータース

129 木次町 辰村医院 164 木次町 宇都宮造園 199 掛合町 ㈱中澤建設

130 木次町 ㈲村尾印刷 165 木次町 ㈱日進産業　島根工場 200 掛合町 協栄金属工業㈱

131 木次町 ㈲出川工務店 166 木次町 祥星技術㈱ 201 掛合町 掛合マツダ㈲

132 木次町 ㈲難波本店 167 木次町 妹尾販売 202 掛合町 ㈱田部

133 木次町 桜井司法書士事務所 168 木次町 ㈲若槻建設 203 掛合町 社会福祉法人仁寿会

134 木次町 ㈲田丸屋魚店 169 木次町 石田商店 204 掛合町 掛合タクシー

135 木次町 さくら歯科クリニック 170 木次町 ㈲江角鉄工所

136 木次町 ㈱スヤマ産業 171 木次町 湯乃上館 ※ ：募金百貨店プロジェクト

137 木次町 木次乳業㈲ 172 木次町 山陰ワールド食品 　協力店様

138 木次町 ㈲徳建 173 木次町 ㈲木次ファーム

139 木次町 横山医院 174 木次町 農事組合法人槻ノ屋ヒーリング

140 木次町 サンセイ電機㈱ 175 木次町 大原森林組合
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