
あ ａｒｔｅＮ アメリカンランゲージスクール防府校

㈱アーム ㈲エース造花ポップセンター

藍澤證券㈱防府支店 ㈱エコ・クリーンヒラタ

アイシンプラント㈱ ㈱ＳＹ電工

赤間工業㈱ ㈱エディオン　エディオン防府店

㈱アクトライト ㈲エフケイケイ物流

アグロカネショウ㈱山口工場 ㈱エムアンドジーロジスティクス

浅井工業㈱ ＭＫ．Ｔメンテナンス工事竹本

㈱旭エクステリア ㈲エムズカンパニー

㈱アトムサービス 王子コンテナー㈱防府工場

穴見工業㈱ 近江モータース

阿部次男司法書士事務所 大崎工業㈱防府工場

イオンリテール㈱イオン防府店 大島工業㈱

イオン防府店同友店会 大田金物㈱

いきものがかり おおた建設

㈲いくも薬局 オーテック山口

㈲池田組 ㈱オートショップヨシオカ

㈲いけなが 医療法人社団　大西眼科

石川塗装 大西マネジメント事務所

㈲石田保温工業所 ㈱オーハマ

石野商事 大村印刷㈱

石山電気㈱ ㈱オ－ル・ワン　　　　　　　

㈱イズミゆめタウン防府 ㈱岡田商会

㈱礒野商店 ㈱岡田造園

㈱一馬本店 ㈱岡虎

一心太助 ㈲岡村設備

一掃 ㈱オカモト

㈱伊藤工業 中國料理 奥快餐

いぬつか電機 尾崎陽一税理士事務所

㈲猪俣製麺 おでん紅

自家製麺中華そば　今里 オフィスＡｙｕ

今村塗装㈱ オフィスＭ

入江化工㈱ か カーサポート 

ストア－いわかわ　　　 ㈲カーショップオート電機

ヘアーモードサロンイワモト 柏商会

岩本海運㈱ ㈲和建築設計事務所

㈲インテリア友吉 カスタリア

㈱ヴァン ㈲片山塗装

植寧マルコウ造園 萩燒勝坂窯

ヴェルメ－ル　　　　　　　 割烹天神なか谷

㈱ウォーターエージェンシー山口営業所 桂工業㈱

㈱ウスイ 加藤司法書士事務所

内崎建設㈱ 加藤真人税理士事務所

㈱打道園芸 ㈱カドタ商事



金重自動車鈑金 ㈲来夜味

かのや緑研㈱ 一般社団法人コンサルティングネットワーク協会

㈱かみむら ㈱権代商店

河井繊維 さ 西京エンジニアリング㈲

河口綜合産業㈲ 西京観光

㈲川口塗装店 ㈱西京銀行防府支店

河崎興産㈲ 斉藤段ボール㈱

㈱河村燃料店 ㈲サカエ電気

㈱関西機工商会 ㈱さくらい

㈱カンダ ㈱笹戸建築事務所防府事務所

㈲カンテック ㈱佐竹本店

キシデンキ 貞政板金

㈲木下組 佐内正人

㈱木原組 佐波薬局㈲佐波調剤薬局

㈱キャッスル 澤田建設㈱

㈱共栄興産 ㈱サンオート山口

㈱共栄不動産 三起設備総業㈱

協産紙工㈱山口工場 山輝通信㈱

㈲協同産業 ㈲三光シロアリ消毒

共同産業㈱ 三光電機商会

㈱協和エクシオ山口営業所 三光木材㈱

協和キリンプラス㈱防府営業所 ㈱三商

協和発酵バイオ㈱山口事業所 ㈱サンテク

㈱きらら地域ブランド印刷 ㈱サンテクノス　　　　　　　　　　　　

㈱きらりトータルサポート ㈱サンポリ

拉麺　吟葫廬 ㈱三友

ギンチク牧場㈱ 山陽建設工業㈱

㈲くどう装飾 三洋興産㈱

㈱クラカズコミュニケーションズ 山陽電溶

倉員祥子税理士事務所 三和テック㈱

㈱グローバル　　　　　　　　　　 ㈲三和不動産

桑田工務店 ㈱シーエス

桑田醤油㈲ ㈱ＣＤＳロジスティクス　　　　　　　　

桑原社会保険労務士事務所 紫雲荘

㈲ケンキ産業 ㈱四季彩

㈲健秀社 ㈲シゲタインテリア

建設業　斉藤組 重村ガラス

幸洋汽船㈲ 柴田公認会計士税理士事務所

㈱甲洋設備 ㈱柴田塗装店

コーシン不動産㈱ ㈲シブヤ薬局

古閑謙士税理士事務所 ㈲清水銘木店

㈱ＣｏＣｏヘアカラーCoCo ㈲シモハラ

㈲小林石油商会 ㈱ＪＡＰＡＮ工業 

㈲小松工業所 シャルレプラネッツ



㈱重建工業 ㈲田島電設

焼肉じゅうじゅう亭 ㈲伊達工業

周南ホームガス㈱ ㈲立場釣具店

（福）周陽福祉会　岸津苑 ㈲田中設備

㈱松月 田中土木

昭和パックス㈱防府工場 キーセンター　タナベ防府店

㈱白石呉服店 ㈱タネダ

創作料理　尽 ビリヤード＆ダーツ　ダブルゼロ

㈱シンセイキ 田村設備㈱

㈱新電 だるまリサイクル

㈱新山口カンツリｰ倶楽部 ㈱地域情報新聞　ほっぷ

㈲末富襖内装 ㈱中国警備保障 防府営業所

周防運輸㈱ 中国税理士会防府支部

㈱周防夢座 中国電化工業㈱

㈱すぎはら防府工場 中国電力㈱山口営業所

杉山工機 ㈲中国堂印判店

寿司福 中・四国エア・ウォーター㈱山口営業所

鈴木製畳所 ㈱中電工防府営業所

スバナビルダー ㈱中冷山口

成長建設㈱ ㈲調理のハラダ

㈲清和 千代田運輸㈱

瀬戸内ラーメン大島防府店 塚原工業㈱

世良工業 津森鉄工㈲

（宗）善正寺 ㈲ツルシマ

㈱桑華苑 ㈱テクノコンサルタント

㈱総合サービス嶋谷 手山産婦人科

総合電機㈲ ㈱照喜名配管所

㈲総合保険センター ㈱デルタマリン　防府マリーナ

蒼樹舘 天神商店街振興組合

創成電工 ㈱土井工務店

そば匠のむら ㈲土井新建設

た 大共自動車㈱ 東海カーボン㈱防府工場

ダイキョーニシカワ㈱ 堂山窯

大正白蟻工務店 ㈲トータルムーン

㈱大拓 トヨタエルアンドエフ山口㈱

㈱ダイドー通商 ㈲トラストテック

大日コンクリート工業㈱山口工場 トラストＯＮＥ㈱ 

㈱ダイモン パブ茶屋㈲鳥の巣

㈲タイヤ館防府　　　　　　 な 中川紙器

㈲峠山海運 長崎電化販売㈱

㈱タカハシ 長沢温泉㈱

㈲髙橋材木店 ㈱中谷

竹田時計店 永田秀孝司法書士事務所

竹本工業 永田法律事務所



中司興業㈱ ㈲きものギャラリーはら京

ながと設備㈱ ㈱原工務店

㈲中西 原田㈱

㈲なかにし ㈲ハラダ建工

㈱ナカニシ ㈲ＢａｎｂｏｏＪａｐａｎ

長沼建設㈱ ㈱ビークルーエッセ防府営業所

中野不動産鑑定事務所 東山口信用金庫

㈲ナカハラ ㈲輝モータース

中村技建㈱ 久野文具店

中村建設㈱ 遊び雑貨　ひさや　　　　

中村被服㈱ 日の丸タクシー㈱

南部俊夫税理士事務所 一二三電気

㈱二光 平川工業㈱防府工場

㈱ＮＩＳＨＩＫＩ　　　 ㈲ヒラノトレーディング

西日本観光サービス㈱ ㈱ヒロタニ防府工場

ニッカン ㈲ヒロトータルサービス

日生電機㈱ ひろホーム

日進産業㈱ ㈱廣政鐵工所

日本通運㈱防府支店 ㈱広政不動産

ニビシ運輸㈱ ㈱ＦｉｒｓｔＨＡＩＲ　ＲＥＳＯＲＴ　Ｆｉｒｓｔ

(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㈱ 鉄板焼お好み焼き風月

日本ファブテック㈱ ㈲フードセンターにしむら

日本郵便㈱防府郵便局 ㈱フ－ドセンタ－はらだ

ラウンジニューショパール フクダサイクル

㈲ネキスト ㈱福光住建

㈲野首電機工業所 藤井汽船㈲

お食事処のむら ㈲フジイ工業

は ㈲博多不動産 ㈲藤井材木店

はかた屋たい　㈲マツユキ ㈲富士工業

㈲バケット屋 ㈱冨士設備工業所

㈱羽嶋松翠園 藤田建設㈱

㈱ハシモト ㈲藤田商事

橋本商店青果 ㈲フジテツク　　　　　　　　　　　　　

波多野紙文具店 藤特殊工業㈲

㈱初田消火器 ㈱藤村酒店

㈲ハナダインテック 藤本工業㈱

㈲花のハラダ 藤吉酒店

㈱馬場回漕店 二葉建設

㈲浜本工業 双葉工業㈱防府工場

㈱ハヤシ時報堂 ㈱二葉屋

林鮮魚店 ㈱ぷらざＦＭ

㈲林測量設計 ㈱プラスアイランドネクスト

㈲ハヤママリーン ブリヂストンＢＲＭ㈱防府事業所



㈱ブリヂストン防府工場 ㈲正田金物

古谷ポンプ店 一級建築士事務所　マスダ設計室

㈱文榮堂防府外商部 ㈱松うら

Ｐａｉｎｔ．１本店 ㈱松岡工業

㈲ベラ美容室 松岡宏昭税理士事務所

ベル商事㈱ ブディック松坂

防果商事㈲ マツダ㈱

防秋産業㈱ 味処まつだ

防石陸運㈱ ㈱松富

防長交通㈱防府営業所 窓ライフ

防長武蔵㈱ ㈱丸久　　　　　　　　　　　　

防通トランスポート㈱ 丸田折箱店

㈲ほうふ外郎本舗 丸長農機製工所

防府エネルギーサービス㈱ ㈲マルヨ

㈲防府カラー 三井邦彦税理士事務所

防府金属リサイクル工場 ㈱右田工務店

㈲防府経営計算センター 三國重工業㈱山口工場

防府合同運送㈱ ㈱三崎　　　　　　　　　　　　　　　

㈲防府コンタクトレンズセンター 水田塗装工業

一般財団法人 防府水道センター　 三田尻化学工業㈱

防府青果㈱ ㈲みつい

防府総合車検協業組合 ミツヰ工業㈲

防府耐火工業㈲ ㈱ミツサダ

防府通運㈱ 光貞技建

防府天満宮 三戸建設㈱

㈲防府電設 ㈲三戸工務店

防府日石ガス㈱ 港産業㈲　

防府日報㈱ ㈱ＭＩＨＯＲＩ

防府荷役㈱ ㈲宮川事務機

㈱防府藤中ポンプ店 みやび商店

防府酪農農業(協) ㈱宮本建材

防府流通センター(協) 宮本旗店

社会福祉法人　蓬萊会 ㈱無限　　　　　　　　　　　　

㈱ホーエー 村田㈱

星出板金工業所 ㈱村田自動車商会

㈱星山リサイクル ㈱銘建

ほたみ珈琲 明行運送㈲

㈱ボックス 明治屋製菓菓子処めいじや

㈲堀貨物 メナード化粧品三田尻代行店

堀越政美司法書士事務所 ㈱メルシー

ま ㈱マース製作所 ㈲メンテス

毎日印刷㈱ ㈱もみじ銀行防府支店

㈱毎日興産 ㈱森國工務店

㈱マエダ商事　ユニクロ防府店 森重クリーニング店



や ㈱八百ふじ 万事整骨院

安田建設 よろずや

梁川鋼材㈱ ら ライトカントリー

ヤナガワ商事㈱ ｌａｎｔｅｒｎ

矢吹商店 リファイン

山一建設㈱ 菱和商事㈱

山内エレクトロン ㈱ル・モンド・ヴェロ

山口インフラテック㈱　　　　　　　　 わ ㈲渡邉工業

山口菅公学生服㈱ 渡辺鉄工㈱

㈱山口機械　　　　　　　　　　　

㈲山口協立

㈱山口銀行防府支店

㈱山口県高等自動車学校

山口県農業協同組合防府とくぢ統括本部

山口工材㈱

山口合同ガス㈱防府支店

山口塩元売㈱

山口紙業㈱

山口資源㈱

㈱山口玉ねぎ本舗

山口道路興業㈱

山口バイオ環境技研

山口保安工業㈲

山口防虫アメニティ－

山口マツダ㈱防府西店

山口三菱自動車販売㈱

山口ユニフォーム㈱

大和工業㈱

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

山本ふとん店

㈲ゆうき

ヨコタ ビニテック㈱

㈲好川塗装店

美術の吉末

吉次産業㈲

㈲吉村機工

吉本オートドック

㈱吉本花城園

㈱吉山

ヨシワラ薬局


