
出展者一覧
（ジャンル別）

ジャンル別 50音別 所在地別

健康(医療・介護・福祉・美容等)

1 株式会社 ヤマト

2 出雲中央整骨院

3 まめネット（島根県医療政策課）

4 島根県の救急医療（島根県健康福祉部医療政策課）

5 ボルダリング ジム HOME

6 公益社団法人 日本毛髪科学協会

7 株式会社 メルシー

自動車

8 Honda Cars 島根中央

9 株式会社 島根マツダ 出雲店

10 島根トヨタ自動車 株式会社 出雲店

11 西日本三菱自動車販売 株式会社

暮らし(日用品・生活用品・工芸品等)

12 株式会社 倉絆

13 チャイルド マウンテン

14 吉田畳店 株式会社

15 黒崎正建築

16 出雲地区青色申告会連合会

17 有限会社 ウェルシー

18 KBツヅキ 株式会社 出雲工場

19 積水成型工業 株式会社  積水成型出雲 株式会社
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20 島根県石油協同組合・石油連盟

21 パミア 株式会社

22 出雲北山窯

23 鉄の民芸品 高橋鍛冶屋

住まい

24 有限会社 協友建設

25 イマックス 株式会社

26 和風庭園専門店 「和 niwa」

27 株式会社 岩崎建設 住宅事業部ライブハウス

28 福間商事 株式会社

29 有限会社 夢工房

30 株式会社  フォーシンク

31 高橋造園土木

32 昭和開発工業 株式会社 住宅のなごみ

33 株式会社 石﨑本店 島根板硝子販売

34 株式会社 中筋組

35 デザインハウス

36 荒木建具店

37 有限会社 アイディーワーク

環境

38 株式会社 あおい総合設計

39 株式会社 テクノシステム

40 株式会社 ユーラスエナジーホールディングス

41 出雲地区森林組合

42 東幸建設 株式会社

43 島根県 環境政策課

44 環境アンテナショップ「さんあ～る出雲」 NPO法人かえる倶楽部

45 島根県環境政策課 エコサポしまね NPO法人かえる倶楽部 出雲市地球温暖
化対策協議会

46 有限会社 ソーラープロジェクト大社

教育・公的機関



47 島根大学 × 出雲市

48 島根職業能力開発短期大学校

49 出雲医療看護専門学校

50 島根大学ナノテクプロジェクトセンター

51 島根大学 6次産業化イノベーションチーム

52 島根県立大学看護栄養学部

53 島根県農業技術センター

54 島根県立東部高等技術校

55 島根県立出雲工業高等学校

56 島根県よろず支援拠点

ものづくり(特徴ある製造業)

57 島根ナカバヤシ 株式会社

58 株式会社 エヌサイン

59 株式会社 カズキ高分子

60 株式会社 協栄ファスナー工業

61 キシ・エンジニアリング 株式会社

62 協栄金属工業 株式会社

63 有限会社 出雲樹脂

情報(IT・メディア等)

64 株式会社 バイタルリード

65 ドコモショップ出雲市駅南店

66 株式会社 ブリッジプラス

新規創業者

67 ハマチカスタジオ（トライポット）

68 バルーンショップ イーエヌ

69 ステンドグラス ワークショップ＆ギャラリー Atelieri（アトリエリ）

70 トクナレンタルサービス

71 スポーツ整体院 リラクト

72 こっぺ＆かふぇ KAKO

73 "TAMARIBA" NAMI

74 Mother食堂



飲食

75 糸賀製餅店

76 株式会社 茶三代一

77 有限会社 コクヨー

78 料亭ひがしや

79 影友商店

80 インドカレー アハメド

81 株式会社 原寿園（和かふぇ 葉楽Koto）

82 株式会社 高砂醤油本店

83 まるこ寿司

84 出雲の手造り漬物 けんちゃん漬

85 花馬饅頭本舗  有限会社 井山屋製菓

86 アルファー食品 株式会社

87 増田商事

88 島根特産 株式会社

89 ビストロ ヴルーテ

90 株式会社 吉岡製菓

91 ハチドリ亭

92 ますやフーズ

介護・福祉・障がい福祉

93 島根県老人福祉施設協議会

94 島根県老人福祉施設協議会

95 島根県老人保健施設協会

96 一般社団法人 島根県作業療法士会

97 一般社団法人 島根県理学療法士会

98 一般社団法人 島根県歯科衛生士会

99 島根県

100 島根県「介護の日」イベント総合案内

101 島根県

102 公益財団法人 介護労働安定センター 島根支部

103 島根県福祉人材センター （島根県社会福祉協議会）

104 島根県身体障害者施設協議会

105 島根県知的障害者福祉協会

106 公益社団法人 認知症の人と家族の会 島根県支部



107 一般社団法人 島根県社会福祉士会

108 島根県警察本部生活安全企画課／島根県消費とくらしの安全室

企画展示 1

109 NPO法人ビジネスサポートひかわ

110 株式会社 出雲村田製作所

111 サン電子工業 株式会社 出雲工場

112 株式会社 ダイハツメタル出雲工場

113 ヒラタ精機 株式会社

114 ヒカワ精工 株式会社

115 株式会社 ジェイ・エム・エス 出雲工場

企画展示 2

A ものづくり人材スキルアップマラソン

B 出雲ドーム土のう詰め大会実行委員会

C 陸上自衛隊  出雲駐屯地

D 出雲市消防本部

E 出雲警察署

F セコム山陰 株式会社

G 島根県立出雲高等学校

トップへ戻る

いずも産業未来博2018

お問い合わせ 

いずも産業未来博実行委員会事務局 

（ＮＰＯ法人２１世紀出雲産業支援センター）

〒693‑0002 

島根県出雲市今市町北本町３丁目２−１ 

TEL 0853‑25‑2488 

【受付時間 】8：30～17：00（土日祝を除く）
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