
事業所名 事業所名 事業所名

住吉郵便局 カーブス　フジナタリー ジュンテンドー佐伯店

桜尾郵便局 佐伯中央農業協同組合廿日市経済センター 特別養護老人ホームさいきせせらぎ園

クスリ岩崎チェーン広島廿日市店 ファミリー企画リトルマーメイド　ザ・ビッグ宮内店 マックスバリュ西日本株式会社佐伯店

(株)第一ドライ 広島事務所 手芸マキ廿日市店 西村モータース

JSS廿日市スイミングスクール 阿品台東児童会 スパーク鷹の巣店

毎日個別塾５Days廿日市教室 廿日市市立阿品台東小学校 友和幼稚園

長谷川プロパン ペットショップ矢野橋フジグランナタリー店 友和小学校

美容室 ザ・レモンツリィ あおば中央薬局 友和市民センター

Emi Hair Factory 廿日市市阿品市民センター 吉和サービスエリア　

カレーハウスcoco壱番屋隅の浜店 廿日市市立阿品台西小学校 吉和保育園　

はつかいち巴里食堂 廿日市市阿品台市民センター 吉和児童会

ヤマダ電機テックランド佐伯店 （株）フジマート　ピュアークック　アジナモール店 べにまんさくの里（老人保健施設）

グローバルリゾート総合スポーツセンター　サンチェリー ホームプラザ　ナフコ阿品店 大野浦病院

Honda Cars広島廿日市店 高齢者デイサービスセンター　ゆうゆうあまの 特別養護老人ホーム　洗心園

(株)ふちだ楽器店広島店 特別養護老人ホーム阿品清鈴 鳴川保育園

とんかつ太一 （株）ユアーズ　宮内店 丸石保育園

はつかいち市民図書館 ファミリーマート地御前店 梅原保育園

フレスタ廿日市住吉店 翠寿園 いもせ保育園

株式会社ウッドワン本社 デリカウイング（株）　広島工場 大野西児童館

安田金属 廿日市市立阿品台西保育園 わたやごちそうデリカ

広島マツダ 廿日市市立阿品台東保育園 藤三　大野店

イエローハット五日市南店 ふじ幼稚園 やまだ屋　おおのファクトリー

エディオン廿日市店 ファミリーマート廿日市宮内店 濱本水産

(株)アルク廿日市店 廿日市市教育委員会生涯学習課 有田建設

Wants新宮店 ㈱ボンド　バックパッカーズ宮島 大野西市民センター（西公民館）

(株)昭和教材 ㈱フジ　フジグランナタリー 大野市民センター（公民館）

橋本園芸場 イタリア料理店　アミーチ 大野支所

(有)新田鉄工 日本赤十字広島看護大学 大野図書館

シオダスポーツ店 介護タクシー 大野消防署

セブンイレブン廿日市山陽園店 ザ・ビッグ宮内店 瀬戸内海区水産研究所

廿日市中央市民センター カメラのキタムラ　廿日市・ブラッセ宮内店 生協ひろしま　大野支所

お好み焼きぐうぐう ウォンツ宮内店 ウオンツ　大野店

AnDLAnD hair+heal 有限会社 桝井文具 宮浜グランドホテル

佐方保育園 セブンイレブン　地御前北３丁目店 べにまんさくの湯

にこにこの森保育園 ＧＵゆめタウン廿日市店 ファミリーマート廿日市大野支所前店

廿日市聖母マリア幼稚園 ブリジストンリテールジャパン株式会社タイヤ館廿日市 佐伯中央農業協同組合大野経済センター

ほうりん廿日市幼稚園 株式会社　宮内スズキ ジュンテンドー　大野店

あい保育園廿日市 有限会社木本四輪 キダ写真館

廿日市税務署 （有）美容室　セシカ・アージュ 軽マーケット

Wants佐方店 （有）美容室  セシカ・プリンシパル ワークハウス　アダージョ

社会福祉法人廿日市市社会福祉協議会 ヘア・スタジオ パズル annex ヘアスタジオ　パズル本店

ジュンテンドー廿日市店 長浜ラーメン　博多屋　廿日市店 デイサービスセンター　ここから阿品

セブンイレブン廿日市本町店 ピッツェリア　カナダカン廿日市 ファミリーマート阿品台店

Le Reve カルビ大陸廿日市店 自然のめぐみキッチン

CREW（美容室） 鄙の料亭地御前 株式会社フジマートピュアクック青葉台店

(株)ダイハツ広島販売廿日市店 宮内保育園 大野東市民センター

さくら作業所 地御前保育園 望海の里

セブンイレブン廿日市城内店 デイサービス季楽（串戸） いいもり接骨院

井筒屋 もみじケア訪問介護事業所 安藤歯科医院

廿日市小学校 藤岡歯科医院　医療法人財団つくも会 ケーキハウスパナッシェ

佐方小学校 ドッグズマリネ （株）たつもと花店

JR西日本広島メンテック 松村動物病院 広島信用金庫　青葉台支店

(株)オムエル デイサービスセンターあゆみ佐方 はつかいち市民図書館 株式会社フジエステート

廿日市市立原保育園 廿日市市宮内市民センター 岩村菓子舗

廿日市市立原市民センター 地御前市民センター 有限会社エッフェル

特別養護老人ホーム清鈴園 ＪＳＳ廿日市スイミングスクール オーソレ・ミオ デ　メイプルシティ

介護老人保健施設　原 宮内小学校 （有）おきな堂

ケアハウス　まごころ半明原 くもん　宮内教室 田の久宮島口店

風林造園 藤井造園 宮島コーラルホテル

原児童館 株式会社ヨシケイ広島 深江保育園

廿日市市立串戸保育園 ㈱ウッドワン 田舎茶屋わたや大野店

株式会社　Ｈ.Ｍ.Ｃ　光風舎 アミーベル　ＡＭＩ　ａ　ＢＥＬＬＥ AZLinks(アズリンクス）

廿日市市串戸市民センター まごごろ半明原 株式会社鈴木商会　安芸グランドホテル

中国電力株式会社　　廿日市営業所 地御前児童会 （株）広島東洋カープ大野屋内総合練習場

大野石油店　廿日市インター給油所 パティスリーパック 高津堂（多加津堂酒店有限会社）

ＦＭ廿日市（ゆめタウン廿日市） 宮内児童会 廿日市市立池田保育園

金剛寺児童館 （学）樟学園くすのき幼稚園 民宿東京荘

有限会社日基リース カフェドでーぶ つきのひかり国際保育園

社会福祉法人桜虹会コーヒーショップ　あんず 四季が丘児童会 MR. THOMAS

セブンイレブン広島串戸港店 廿日市市四季が丘市民センター 廿日市市立大野東小学校

廿日市警察署 廿日市市宮園市民センター 飯田運送株式会社

廿日市消防署 宮園留守家庭児童会 株式会社　Ｔ・Ｈａｐｐｉｎｅｓｓ

広島市佐伯区スポーツセンター ローソン広島廿日市宮園店 株式会社　高村興業所

にこにこキッズくしど保育園 廿日市市立宮園保育園 ユアーズ大野店

アイ★ベックヘアー アップル美容室（有）廿日市店 あつあつ揚立てっちゃん 大野店

ユニクロ（ゆめタウン廿日市） 医療法人　みやうち(廿日市野村病院) パティスリー　ポム

（株）イズミゆめタウン廿日市（本部） セブンイレブン廿日市陽光台店 (株)総合オリコミ社

ひごペットフレンドリーゆめタウン廿日市店 介護サービスセンター「あうる」 有田建設株式会社

ロフト（イズミ　ゆめタウン廿日市） （株）スパーク廿日市店 ファミリーマート宮島口店

廿日市ケアセンターそよ風 廿日市市立四季が丘小学校 社会福祉法人　いもせ聚楽会

石原工芸株式会社 廿日市市立宮園小学校 廿日市くじら保育園

廿日市市立平良保育園 JＳＳ廿日市スイミングスクール ウォンツ／大野早時店

社会福祉法人くさのみ福祉会ピクトハウス ㈱ウッドワン 株式会社　オオノ

佐伯中央農業協同組合廿日市経済センター 株式会社ヨシケイ広島 フマキラー株式会社

廿日市市立平良市民センター （株）イズミ　ゆめタウン廿日市　　住居関連部 浜辺の工房（梅本総合事業所）

永本建設株式会社 四季が丘せせらぎ園 生協ひろしま　大野支所

JR宮島口駅 宮島S.A. 上り ちゅーぴーパーク

業務用食品スーパー　廿日市店 宮島S.A. 下り 浜毛保漁業協同組合

藤三　陽光台店 山口県東部ヤクルト販売株式会社　廿日市センター 株式会社宮島

ファミリーマート廿日市陽光台北店 社会福祉法人ひかり会広島ひかり園 （株）やまだ屋本店

日産プリンス広島販売株式会社 廿日市市佐伯支所地域づくり振興課 デイサービスみどり

セブンイレブン廿日市陽光台店 友和保育園 宮島ﾎﾃﾙまこと

ホームセンターコーナン 前川農園 にこにこキッズ宮島保育園

アマノリハビリテーション病院 社会福祉法人友和の里 だいこん屋

コンディトライ・フェルダーシェフ 廿日市市さいき文化センター （有）宮島白栄舎

スターバックスコーヒー〈宮島ＳＡ） 津田保育園 （有）くま金

平良児童館 株式会社ヒロツク佐伯工場 スターバックスコーヒージャパン厳島表参道店　

デイサービスきむら　みんなの家 廿日市市消防署佐伯分署

フジスポーツ＆フィットネス　フィッタナタリー わたや

ハーティウォンツ　阿品台店 セブンイレブン広島峠店

令和元年度廿日市市キャリア･スタート・ウィーク体験事業所一覧

（敬称略、順不同）


