
あ 藍澤證券㈱防府支店 内崎建設㈱

アイシンプラント㈱ ㈱打道園芸

㈲愛の里 寿し季節料理　うめ田

秋本社会保険労務士事務所 ㈲エース造花ポップセンター

㈱アクトライト ＳＹ電工

浅井工業㈱ レストラン　エピ

浅井典子税理士事務所 エマ皮泌科医院

アサヒ㈱ ㈱エムアンドジーロジスティクス

㈱旭エクステリア ＭＫ．Ｔメンテナンス工事竹本

穴見工業㈱ スナック　エル

アネックス　フランス 王子ゴム化成㈱

阿部次男司法書士事務所 王子コンテナー㈱防府工場

㈱アルソア千寛 近江モータース

イオンリテール㈱イオン防府店 ㈱オーエスコンピュータ

イオン防府店同友店会 大田金物㈱

㈲いくも薬局 ㈱オートショップヨシオカ

㈲池田組 ㈱オートバックス山口

石川塗装 医療法人社団　大西眼科

石田浩三司法書士事務所 ㈱オーハマ

㈲石田保温工業所 ㈲大村

石山電気㈱ 大村印刷㈱

㈱礒野商店 オーモリテクノス㈱

㈲礒村建設 ㈱オ－ル・ワン　　　　　　　

板村㈱ ㈱岡田造園

㈱一馬本店 ㈱岡虎

一心太助 ㈲岡村設備

日本料理　いとう㈲ ㈱オカモト　　　　　　　　　　　　　　

お米の里　イトウ米穀 尾崎陽一税理士事務所

いぬつか電機 おでん紅

㈲猪俣製麺 ㈲おもたか調理店

今川産商㈱ か ㈲カーショップオート電機

自家製麺中華そば　今里 カサイ美容室

入江化工㈱ ㈲和建築設計事務所

ストア－いわかわ　　　 カスタリア

ヘアーモードサロンイワモト ㈲片山塗装

岩本海運㈱ 割烹天神なか谷

㈲インテリア友吉　　　　　　　　　　 桂工業㈱

㈱ヴァン　　　　　　　　　　　　　　　 ㈲加藤設備工業

上田・藤井総合法律事務所 ㈱カドタ商事

㈲ウエノ写真館 ㈲金子通商

ヴェルメ－ル　　　　　　　 金重自動車鈑金

㈱ウォーターエージェンシー山口営業所 かのや緑研㈱



河井繊維 ㈱権代商店

河口綜合産業㈲ さ 西京エンジニアリング㈲

㈲川口塗装店 西京観光

河崎興産㈲ ㈱西京銀行防府支店

㈱河村燃料店 斉藤組

㈱カンダ ザイムブレ－ン㈱　

㈲カンテック ㈲サカエ電気

㈲吉祥房 ㈱佐竹本店

㈲木下組 幸の芽オフィス

㈱木原組 コスメ＆エステ　さとう

㈱九コン山口 ㈲佐戸建設

㈱共栄興産 佐内正人

㈱共栄不動産 ㈱サニクリーン広島 　山口支店

㈲協同産業 ㈲佐波調剤薬局

共友 澤田建設㈱

㈱協和エクシオ山口営業所 ㈱サンオート山口

キョーワ商事㈱ 三起設備総業㈱

キョウワテクノフーズ㈱ ㈲三協モータース

協和発酵バイオ㈱山口事業所 三光電機商会

㈱きらりトータルサポート 三光木材㈱

ギンチク牧場㈱ ㈱サンテクノス　　　　　　　　　　　　

ハウスクリーニング國弘総業 ㈱サンポリ

㈱クラカズコミュニケーションズ ㈱サンメック

倉員祥子税理士事務所 山陽建設工業㈱

㈲クリーンテック 三洋興産㈱

栗林商会 サンライト㈱

㈱栗林商店 ㈲三和不動産

黒川印房 ㈱シーゲートコーポレーション防府支店

桑田醤油㈲ ㈱ＣＤＳロジスティクス　　　　　　　　

桑原社会保険労務士事務所 ㈲しげえだ

㈱化粧品のよしすえ ㈲シゲタインテリア

㈲ケンキ産業 重村ガラス

㈲健秀社 柴田公認会計士税理士事務所

㈱コア 柴田塗装店

紅梅堂モンメルル ㈲シブヤ薬局

幸洋汽船㈲ 嶋田製パン所

古閑謙士税理士事務所 ㈲清水銘木店

国分フードクリエイト西日本㈱ ㈲シモハラ

(宗)国分寺 シャルレプラネッツ

㈲小林石油商会 周南ホームガス㈱

㈲小松工業所 ㈱松月

㈲コミュニティケア防府　　　　　　　 昭和パックス㈱防府工場



㈱白石呉服店 田村設備㈱

㈱新電 ㈱地域情報新聞　ほっぷ

末冨住建 ㈱中国警備保障 防府営業所

㈲末富襖内装 中国税理士会防府支部

㈲周防タクシー 中国電化工業㈱

㈱周防夢座 中国電力㈱山口営業所

㈱すぎはら ㈲中国堂印判店　　　　　　　　　　　　

鈴木製畳所 ㈱中冷山口

成長建設㈱ ㈲調理のハラダ

㈲清和 千代田運輸㈱

㈲セイワ工業 塚原工業㈱

㈱積水化成品山口 ㈱つながり

㈲関畳工業 ㈲ツルシマ　　　　　　　　　　　　　　

瀬戸内ビルメンテナンス合同会社 ㈱テクノコンサルタント

瀬戸内ラーメン大島防府店 手山産婦人科

セブンイレブン防府新田店 ㈱デルタマリン　防府マリーナ

セントラルモータースCENTRAL MOTORS 天神町銀座商店街振興組合

㈱桑華苑 ㈱土井工務店

㈱総合サービス嶋谷 ㈲土井新建設

総合電機㈲ 東海カーボン㈱防府工場

㈲総合保険センター ㈱東京鐵骨橋梁 防府工場

蒼樹舘 富芳工務店

ソルト総合会計事務所 トヨタエルアンドエフ山口㈱　　　　　　　　

た 第一生命保険㈱防府営業オフィス ㈲トラストテック

㈲タイガ－安全　　　　　　　　　　 ㈲鳥の巣

大共自動車㈱ な 中川紙器

ダイキョーニシカワ㈱ 長崎建築

大正白蟻工務店 長崎電化販売㈱

㈱大拓 ㈱中島商会防府支店

大日コンクリート工業㈱山口工場 ㈱中谷

大福屋 永田法律事務所

㈲峠山海運 長門設備工業㈱

竹田時計店 ㈲なかにし

㈲田島電設 長沼建設㈱

立石商会 中林製畳所

㈲伊達工業 ㈲ナカハラ

㈲田中設備 中村技建㈱

田中土木 中村建設㈱

たなか遊花堂 ㈲中村石油店

キーセンター　タナベ防府店 中村被服㈱

㈱タネダ 南条装備工業㈱防府工場

玉田哲二郎司法書士事務所 南部俊夫税理士事務所



㈱二光 一二三電気

西日本観光サービス㈱ 平川工業㈱防府工場

ニッカン ㈲ヒラノトレ－デインク　　　　　　　　

日生電機㈱ ひろぎんウツミ屋証券㈱防府支店

日進産業㈱ ㈱ヒロタニ防府工場

日本通運㈱防府支店 ㈲ヒロトータルサービス

ニビシ運輸㈱ ひろホーム

日本書畫㈲ ㈱廣政鐵工所

㈱日本セレモニー　防府グランドホテル ㈱広政不動産

(公財)日本電信電話ユーザ協会防府地区 ㈱ＦＩＬＷＥＬ

日本電電サービス㈱ ㈱フ－ドセンタ－はらだ　　　　　　　

ニューロンドン南店 フクダサイクル

㈲野首電機工業所 ㈱福光住建

は ㈲博多不動産 福屋

㈲バケット屋 福山通運㈱防府営業所

㈱羽嶋松翠園 富国生命保険(相)山口支社

㈲はしもと 藤井汽船㈲

橋本商店 ㈲フジイ工業

橋本プレス ㈲藤井材木店

波多野紙文具店 藤田建設㈱

博光化学工業㈱防府工場 ㈲藤田商事

㈱パナコ　　　　　　　　　　　　　　　 藤田ネーム店

㈲ハナダインテック ㈲フジテツク　　　　　　　　　　　　　

㈱花トク 藤特殊工業㈲

㈲花のハラダ ㈱フジマ

㈱馬場回漕店 藤松酒店

㈲浜本工業 藤村酒場

㈱ハヤシ時報堂 藤本建設㈱

㈲林測量設計 藤本工業㈱

㈲ハヤママリーン 藤吉酒店

㈲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

㈱原田組 ㈲ふたわし工芸社

㈲ハラダ建工 ㈱ぷらざＦＭ

㈱原田自動車鈑金 ㈱プラスアイランドネクスト

パラマウント美容院 ブリヂストンＢＲＭ㈱防府事業所　　　　　　　　　

㈱ピ－エ－　　　　　　　　　　　　　　 ㈱ブリヂストン防府工場

㈱ビークルーエッセ防府営業所 古谷ポンプ店

東山口信用金庫 ㈲フローリスト・タナカ

久野文具店 ㈱文榮堂防府外商部

遊び雑貨　ひさや　　　　 ㈱平和医療器械

日の丸タクシー㈱ ベル商事㈱



防果商事㈲ 松田農園

防秋産業㈱ ㈱マツダモビリティ山口 防府駅前店

防石陸運㈱ ㈱松富

防長文具㈱ 松永社会保険労務士事務所

防通トランスポート㈱ 窓ライフ

㈲ほうふ外郎本舗 ㈱丸久　　　　　　　　　　　　

防府エネルギーサービス㈱ 丸田折箱店

防府環境設備㈱ 丸長農機製工所

防府金属リサイクル工場 ミウラノカッター工業

㈲防府経営計算センター ㈲三家本工業所

防府青果㈱ 味処　美かわ

防府総合車検協業組合　　　　　　　　　　　　　　 三國重工業㈱山口工場

防府耐火工業㈲ ㈱三崎　　　　　　　　　　　　　　　

防府通運㈱ 水田塗装工業

防府天満宮 溝田建材店

防府とくぢ農業(協) 三田尻化学工業㈱

防府日石ガス㈱ ㈲みつい

防府日報㈱ ミツヰ工業㈲

防府荷役㈱ スナックみつこ

防府酪農農業(協) ㈱ミツサダ

防府流通センター(協)　　　　　　　　　　　　　　 光貞技建

防府冷凍冷蔵㈱ 三戸建設㈱

社会福祉法人　蓬萊会 ㈲三戸工務店

㈱ホーエー ㈱ＭＩＨＯＲＩ

㈱星山リサイクル ミマキ電気設備

㈱細川製餡所 ㈱宮内建設

ほたみ珈琲 ㈲宮川電工

㈲堀貨物 ㈱宮本建材

堀越政美司法書士事務所 宮本旗店

ま ㈱マース製作所 村田㈱

マイクロモジュ－ル㈲　　　　　　　 村田設計・積算室

毎日印刷㈱ ㈱銘建

㈱毎日興産 明治屋製菓

㈲正田金物 ㈲メンテス

一級建築士事務所　マスダ設計室 木研㈱

まちかど不動産㈱ ㈱もみじ銀行防府支店

㈱松うら 森田　薫税理士事務所

㈱松岡工業 仕出し森本

松岡宏昭税理士事務所 モンテヒロ合同会社

ブディック松坂 や ㈱八百ふじ

マツダ㈱ 安田建設

味処まつだ 梁川鋼材㈱



ヤナガワ商事㈱ ら リアルサポート　絆

山一建設㈱ リファイン

山口菅公学生服㈱ ㈱菱電

㈱山口銀行防府支店 菱和商事㈱

㈱山口県高等自動車学校 ㈱ル・モンド・ヴェロ

山口工材㈱　　　　　　　　　　　　　 ㈲ロアール

山口合同ガス㈱防府支店 ㈱ロータリーコーポレーション

山口塩元売㈱　　　　　　　　　　　 わ 和田幸治

山口紙業㈱ ㈲渡邉工業

山口資源㈱ 渡辺鉄工㈱

㈱山口玉ねぎ本舗 わたや

山口中央アスコン（協）

司法書士法人やまぐち中央事務所

山口調理機㈱

山口道路興業㈱

山口バイオ環境技研

山口防虫アメニティ－

㈲山口保険プランニング

山口三菱自動車販売㈱

㈱山口メディカル

山口ユニフォーム㈱

㈱山工

大和工業㈱

山根勇土地家屋調査士行政書士事務所

㈲山本工業

㈱山本工業

㈲山本鈑金

山本ふとん店

ユアブランド㈱

㈲ゆうき

湯面電気

ユニクロ防府店

吉井畳店

㈲好川塗装店

美術の吉末

吉武文具店

吉次産業㈲

吉永工業

㈲吉村機工

㈱吉本花城園

㈱吉山


