
あ arteN ㈲エフケイケイ物流

㈱アーム ㈱Ｍ＆Ｍ保険企画

アイシンプラント㈱ MK.Tメンテナンス工事竹本

アグロカネショウ㈱山口工場 ㈲エムズカンパニー

浅井工業㈱ ㈱エムラ

味処まつだ お 王子ゴム化成㈱

あじまさ 近江モータース

㈱アトムサービス ㈱扇屋

穴見工業㈱ 大崎工業㈱防府工場

阿部次男司法書士事務所 大田金物㈱

アメリカンランゲージスクール防府校 オーテック山口

㈲アリス ㈱オートショップヨシオカ

スナックα 大西マネジメント事務所

い イオン防府店同友店会 ㈱オーハマ

イオンリテール㈱イオン防府店 大林保幸税理士事務所

井方電器商会 ㈲大村

㈱いきものがかり 大村印刷㈱

㈲いくも薬局 オーモリテクノス㈱

池田屋酒店 ㈱オール・ワン

㈲いけなが ㈱岡田商会

㈲石竹木材 ㈱岡田造園

㈲石竹木材 ㈱岡虎

イシマル土木㈱ ㈲岡村設備

石山電気㈱ ㈱オカモト

㈱イズミゆめタウン防府 小川セラミック

㈱礒野商店 中華菜館　噢快餐

㈱一馬本店 尾崎陽一税理士事務所

一心太助 おでん紅

㈱伊藤工業 ㈱オフィスAyu

いぬつか電機 オフィスＭ

㈲猪俣製麺 ㈲おもたか調理店

自家製麺中華そば今里 か カーサポート

今村塗装㈱ ㈲カーショップ・オート電機

入江化工㈱ ㈲カーショップオート電機

ストアーいわかわ カーブレイクREO

㈱岩崎宏健堂クスリ岩崎チェーン防府駅南店 ㈱カインドリーサポート

岩本海運㈱ 柏商会

㈲インテリア友吉 ㈲和建築設計事務所

う ㈱ヴァン カスタリア

㈱ウエダ 萩焼勝坂窯

ヴェルメール 萩焼勝坂窯

㈱ウォーターエージェンシー山口営業所 桂工業㈱

㈱ウスイ ㈱カドタ商事

内崎建設㈱ 金子茶舗

㈱打道園芸 ㈲金子明緑園

え ㈱エィ・ジー・メンテ かのや緑研㈱

㈱エーエフシー café STAND+

エクシオグループ㈱山口営業所 ㈱かみむら

エクセル 河口綜合産業㈲

㈱SY電工 ㈲川口塗装店



か 河崎興産㈲ ㈱笹戸建築事務所防府事務所

㈱河村燃料店 ㈱佐竹本店

㈱カンダ 貞政板金

神田瓦店 ㈱サニクリーン中国山口支社

㈲カンテック ㈲佐波調剤薬局

き キーセンター田辺防府店 佐波ビジネスホテル

㈱キーレックス防府工場 Salon iroha

木戸社会保険労務士事務所 澤田建設㈱

㈲木下組 サンエク総建㈲

㈱木原組 ㈱サンオート山口

CadDent㈱ 三起設備総業㈱

㈱共栄興産 三光電機商会

協産紙工㈱山口工場 三光木材㈱

協産紙工㈱山口工場 ㈱三商

㈲協同産業 ㈱サンテクノス

共同産業㈱ ㈱サンポリ

協同重機㈲ ㈱三友

協和キリンプラス㈱防府営業所 山陽建設工業㈱

協和発酵バイオ㈱山口事業所 三洋興産㈱

㈱きらら 山陽電溶

㈱きらら地域ブランド印刷 三和テック㈱

㈱きらりトータルサポート ㈲三和不動産

ギンチク牧場㈱ し ㈱CGSコーポレーション

く 空間茶天 ㈱Gtwings

㈲くどう装飾 ㈱CDSロジスティクス

㈱クラカズコミュニケーションズ ㈱シェ・モム

倉員祥子税理士事務所 潮彩市場防府

㈱グローバル ㈲シゲタインテリア

桑田工務店 ㈱柴田塗装店

桑原社会保険労務士事務所 ㈲ジブヤ薬局

け 月鳴亭多かはし ㈲清水銘木店

㈲ケンキ産業 ㈲シモハラ

㈲健秀社 シャルレプラネッツ

こ 幸洋汽船㈲ ㈱重建工業

㈱甲洋設備 周南メンテサービス㈱

㈲ゴエモンズゴエモンゴルフ ㈲正栄工業

Go Nippon Dynamic Action Inc ㈱松月

古閑謙士税理士事務所 昭和パックス㈱防府工場

（宗）国分寺 ㈲白井興産

㈱CoCo ㈲白藤刃物店

㈲小松工業所 ㈲白藤刃物店

㈲来夜味 ㈱シンセイキ

（一社）コンサルティングネットワーク協会 ㈱新電

㈱権代商店 す 末富司法書士事務所

さ 西京エンジニアリング㈲ 末冨塗装

西京観光 ㈲末富襖内装

㈱斉藤組 ㈱周防夢座

斉藤段ボール㈱ SKY（合同）

㈲サカエ電気 杉山工機

㈱さくらい桜井写真店 鈴木製畳所



す すずやデザイン事務所 田村設備㈱

スナックニューエリート ㈱だるま　だるまりさいくる

スバナビルダー ち ㈱地域情報新聞ほっぷ

せ ㈱晴香 中国税理士会防府支部

成長建設㈱ 中国電力㈱山口統括セールスセンター

セイワカンパニー㈱ ㈲中国堂印判店

瀬戸内ラーメン大島防府店 ㈱中電工防府営業所

（宗）善正寺 ㈱中電工

（宗）善正寺 ㈱中冷山口

CENTRAL MOTORS 千代田運輸㈱

そ ㈲創 つ 塚原工業㈱

㈱桑華苑 津森鉄工㈲

㈱総合サービス嶋谷 ㈲ツルシマ

総合電機㈲ て ㈱ティエムエス

㈲総合保険センター ㈱テクノコンサルタント

いんてりあ蒼樹舘 ㈲豊嶋商会自転車館びーくる

創成電工 手山産婦人科

そば匠のむら ㈱照喜名配管所

ソフト・ライフ㈱ ㈱デルタマリン

それいゆるぶらん 天神商店街振興組合

た ダイアナ・セラー 天神町銀座商店街振興組合

大共自動車㈱ と ㈱土井工務店

ダイキョーニシカワ㈱ ㈲土井新建設

大正白蟻工務店 東海カーボン㈱防府工場

㈱大進本店防府店 東海カーボン㈱防府工場

㈱大拓 堂山窯

㈱ダイドー通商 ときしげ電工

大日コンクリート工業㈱山口工場 （一社）とのみまちづくり社

大平食品㈱ トヨタエルアンドエフ山口㈱

㈱ダイモン ㈱トラストテック

㈱ダイヤ青写真 トラストONE㈱

㈲タイヤ館防府 パブ茶屋鳥の巣

㈱太陽コミュニケーションズ太陽フィットネスクラブ防府 な 中川紙器

大和建設㈲ 長崎電化販売㈱

㈲垰山海運 ㈱中谷

㈲髙橋材木店 中司興業㈱

㈱タカハシ　たまcafé ながと設備㈱

㈱竹内酒造場 ㈲なかにし

竹田時計店 ㈱ナカニシ

お食事処武ちゃん 中西ミヤタ販売㈱

たこ梅 長沼建設㈱

㈲田島電設 中野不動産鑑定事務所

タックル㈱焼肉じゅうじゅう亭 ㈲ナカハラ

㈲伊達工業 中村技建㈱

㈲田中設備 中村建設㈱

田中土木 ㈲中村石油店

田中屋 中村被服㈱

たなか遊花堂 梛野土木

タナベエンタープライズ 南部俊夫税理士事務所

㈱タネダ に ㈱二光



に ㈱西中国建設 ㈲ヒラノトレーディング

西日本観光サービス㈱ ㈲ヒロトータルサービス

㈱西日本クリエイト ひろホーム

㈲西日本商会 ㈱廣政鐵工所

㈲日海 ㈱広政不動産

㈱日海ファーム ふ ㈱ファミー動物病院

ニッカン ㈱ファミー動物病院

㈲日商 Philipina

日進産業㈱ ㈱FILWEL

日本通運㈱防府支店 鉄板焼お好み焼き風月

ニビシ運輸㈱ ㈱フードセンターはらだ

（公財）日本電信電話ユーザ協会防府地区協会 フクダサイクル

日本電電サービス㈱ 福富商会

日本ファブテック㈱防府工場 ㈱福光住建

の ㈲野首電機工業所 ㈲福本自動車工業

は ㈲博多不動産 ㈱FUJI

㈲マツユキ はかた屋たい 藤井汽船㈲

㈲バケット屋 ㈲フジイ工業

㈱羽嶋松翠園 ㈲藤井材木店

橋本商店青果 ㈲富士工業

波多野紙文具店 富士製パン㈱

㈱初田消化器 ㈱冨士設備工業所

㈲ハナダインテック 藤田建設㈱

㈲花のハラダ ㈲フジテック

Hana hair 藤特殊工業㈲

㈲浜本工業 ㈱藤村酒店

㈱ハヤシ時報堂 藤本建設㈱

㈱林正美堂 藤本工業㈱

林鮮魚店 藤吉酒店

㈲林測量設計 藤吉酒店

㈲ハヤママリーン 二葉建設

㈲きものギャラリーはら京 双葉工業㈱防府工場

㈱原工務店 ㈱二葉屋

原田㈱ ブティック松坂

インド料理　パラタ リラクゼーションサロンプラーナ

㈱原田組 ㈱ぷらざＦＭ

㈲ハラダ建工 ㈱プラスアイランドネクスト

原田トータルサービス ㈱ブリヂストン防府工場

BARIAN 古谷ポンプ店

㈲BanbooJapan ㈱文榮堂防府外商部

ひ ㈱ビークルｰエッセ防府営業所 へ ヘアーモードサロンイワモト

㈲ビーネクスト ヘアステイションみのり

東山口信用金庫 ㈲ヘイワ薬局

東山口スズキ㈱ ㈱ベルグロース

㈲輝モータース ベル商事㈱

久野文具店 ほ 防果商事㈱

遊び雑貨ひさや 防秋産業㈱

日の丸タクシー㈱ 防石陸運㈱

一二三電気 防長武蔵㈱

平川工業㈱防府工場 防府エネルギーサービス㈱



ほ 防府菓子組合 光貞技建

防府貨物運送㈱ 三戸建設

防府環境設備㈱ ㈲三戸工務店

防府金属リサイクル工場 港産業㈲

㈲防府経営計算センター ㈱MIHORI　国衙和み家

（一財）防府水道センター ㈱宮内建設

防府青果㈱ ㈲宮川事務機

防府総合車検協業組合 ㈲宮川電工

防府耐火工業㈲ ㈱三宅商事防府営業所

防府地域振興㈱ ㈱みやび

防府通運㈱ ㈱宮本建材

㈲防府電設 宮本旗店

防府天満宮 三輪行政書士事務所

防府日石ガス㈱ む ㈱無限

防府荷役㈱ 村重石油株

㈱防府藤中ポンプ店 村田㈱

日本郵便㈱防府郵便局 ㈱村田自動車商会

防府酪農農業協同組合 め 明行運送㈲

防府流通センター（協） 明治屋製菓菓子処めいじや

（福）蓬莱会 ㈲メンテス

㈱ホーエー も 元町キッチンnobu

㈱星山リサイクル 元山康一税理士事務所

ほたみ珈琲 ㈱もみじ銀行防府支店

ま ㈱マース製作所 ㈱森國工務店

毎日印刷㈱ 森富秋光堂

㈱毎日興産 や ㈱八百ふじ

㈱毎日興産 安田建設

㈱マエダ商事　ユニクロ防府店 安田建設

㈱マエダ商事 ㈲やすむら　ビジネスホテルみやま

マスダ設計室 梁川鋼材㈱

㈲マツオカ ヤナガワ商事㈱

㈱松岡工業 矢吹商店

松岡宏昭税理士事務所 山内エレクトロン

マツダ㈱防府工場 山口インフラテック㈱

窓ライフ㈱ ㈱山口機械

㈱丸久 ㈲山口協立

丸太折箱店 ㈱山口銀行防府支店

丸長農機製工所 山口県農業協同組合防府とくぢ統括本部

㈱マルマ宝石 山口工材㈱

㈲マルヨ 山口合同ガス㈱防府支店

み 三井邦彦税理士事務所 山口塩元売㈱

ミウラノカッター工業 山口紙業㈱

三國重工業㈱山口工場 山口資源㈲

㈱三崎 ㈱山口玉ねぎ本舗

水田塗装工業 山口調理機㈱

三田尻化学工業㈱ 山口道路興業㈱

㈲みつい 山口日軽住建㈱

ミツヰ工業㈲ 山口保安工業㈱

三井住友海上火災保険㈱山口支社 山口防虫アメニティー

㈱ミツサダ 山口マツダ㈱防府西店



や 山口三菱自動車販売㈱

山口ユニオン㈱

山口ユニフォーム㈱

㈱ヤマダ電機　テックランド防府店

山根勇土地家屋調査士行政書士事務所

山根建築㈱

㈲山根銃砲火薬店

㈲山本工業

㈱山本工業

山本タイヤ

山本タイヤ

㈲山本鈑金

ゆ ㈲ゆうき

㈱ユニオン自動車

よ ヨコタビニテック㈱

㈲好川塗装店

美術の吉末・吉末ガラス

㈱吉田工業

吉次産業㈲

㈲吉村機工

㈱吉本花城園

㈱吉山

ヨシワラ薬局

㈱米本重建

ら 拉麺吟葫蘆

ライトカントリー

㈲ライフサポート

ラウンジニューショパール

り リファイン

㈱菱電

菱和商事㈱

る ㈱ルモンドヴェロ

れ 蓮華

レンゴー㈱

わ ㈲ワイエム・ドゥ

㈱ワイテック防府工場

㈱ワイテック防府工場

㈲渡邉工業

渡辺鉄工㈱

㈲ワタル技建


