
Ｎｏ． 　[サポーター企業名] [業種] [都道府県] [住所] [HPアドレス]

1 原田家具店 建設業 鳥取県
鳥取県鳥取市青谷町青谷
３７８３

2
有限会社　メガネのモチ
ダ

卸売・小売業 島根県 松江市朝日町４９６ http://megane-mochida.com/

3
有限会社　山陰エスピー
プランニング

専門・技術サー
ビス業

島根県
松江市西嫁島１丁目２－
１１　原ビル３Ｆ

http://www.local-network.co.jp/ssp/

4 一畑住設　株式会社 建設業 島根県
松江市宍道町白石２２９
－２３

http://www.ichibata.co.jp/jyusetsu/

5 石原精工　株式会社 製造業 島根県
松江市東出雲町錦浜５８
３番地４

http://www15.ocn.ne.jp/~issik/

6
特定非営利活動法人　あ
じさい

医療、福祉 島根県 益田市幸町２－３７

7 有限会社　大畑管工 製造業 島根県
益田市あけぼの西町２－
６

8
ヘア・ケアサロン　エ
クォリティー

専門・技術サー
ビス業

島根県 益田市横田町４２６－２

9
岩本ダイス工業　株式会
社

製造業 島根県
江津市桜江町市山４２０
番地

10
合同会社　Design Office
Sukimono

建設業 島根県
江津市江津町１５１７－
２

http://www.sukimono.co.jp/

11
株式会社オールアラウン
ド

教育、学習支援
業

島根県
松江市東奥谷町３７３－
１

12 株式会社野原熱錬工作所 製造業 島根県
松江市東出雲町出雲郷８
６番地１

http://nohara-heat.com/

13 カットショップバースト
生活関連サービ
ス・娯楽業

島根県 出雲市高岡町385-3

14
株式会社アイティープロ
デュース

情報通信業 島根県
出雲市駅南町2-3-1駅南ビ
ル3F

http://www.it-prod.co.jp

15 神州電気株式会社 建設業 島根県 出雲市渡橋町751番地1 http://shinshu-denki.co.jp

16 株式会社内村電機工務店 建設業 島根県 出雲市今市町1154-10 http://www.uchimuradenki.jp/

17 日晃電設株式会社 建設業 島根県
出雲市大津新崎町6丁目
19-1

http://nikko-densetu.jp

18 株式会社八興電気 建設業 島根県 出雲市江田町55-3
19 株式会社日本ハイソフト 情報通信業 島根県 出雲市芦渡町695-1 http://www.jhsc.co.jp

20
株式会社島根情報処理セ
ンター

情報通信業 島根県 出雲市今市町321番地3 http://www.sjc-inc.co.jp

21 株式会社バイタルリード 情報通信業 島根県 出雲市今市町396-1 http://www.vitallead.co.jp

22 株式会社サンキ
生活関連サービ
ス・娯楽業

島根県 出雲市小山町427番地1

23 有限会社ほり江 飲食店、宿泊業 島根県 出雲市平田町2069-2 http://www.hotel-horie.com/

24
リンツ洋菓子研究所株式
会社

製造業 島根県 出雲市大津朝倉2丁目1-12

25 有限会社ミュー
生活関連サービ
ス・娯楽業

島根県 出雲市渡橋町1186 http://www.mieux-co.jp

26
有限会社セントラルス
ポーツ

卸売・小売業 島根県 出雲市今市町北本町1-1-3

27
パルス建設コンサルタン
ト株式会社

専門・技術サー
ビス業

島根県 出雲市西郷町333-1 http://www.pulse-cec.co.jp
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28 株式会社大惣 製造業 島根県 出雲市高松町639-1 http://www.daiso-web.net/

29 株式会社建装 建設業 島根県 出雲市平田町1733-6
30 有限会社日吉製菓 製造業 島根県 出雲市長浜町659-19 http://www.hiyoshi-seika.com/

31
株式会社くにびきフット
ボールクラブ

教育、学習支援
業

島根県
出雲市矢野町150-1萬代ビ
ル306号

http://www.kunibiki-fc.co.jp/

32 有限会社けんちゃん漬 製造業 島根県 出雲市渡橋町471-1 http://kenchanzuke.com/

33 社会福祉法人金太郎の家 医療、福祉 島根県
出雲市斐川町学頭1463番
地10

34 株式会社プロビズモ 情報通信業 島根県
出雲市駅南町2-3-1駅南ビ
ル5F

http://www.probizmo.co.jp/

35 有限会社児玉製麺 製造業 島根県 出雲市今市町1181-2 http://www.kodama-seimen.co.jp

36 株式会社フクダ 建設業 島根県
出雲市斐川町沖洲1080番
地

http://www.fukuda-corp.co.jp/

37 イズテック株式会社
専門・技術サー
ビス業

島根県 出雲市浜町513-2 http://www.izutec.co.jp

38 有限会社福花園 卸売・小売業 島根県 大田市大田町イ259

39
株式会社ホンダカーズ出
雲

専門・技術サー
ビス業

島根県
出雲市斐川町荘原2242番
地2

http://www.hondacars-izumo.co.jp

40 出雲寿観光有限会社 飲食店、宿泊業 島根県
出雲市斐川町沖洲1080番
地

http://airporthotel.jp

41 有限会社スタジオタケベ
専門・技術サー
ビス業

島根県 出雲市平田町93 http://www.studio-takebe.jp

42 有限会社長崎モータース 卸売・小売業 島根県 出雲市園町1261-4

43 株式会社カガヤキ
専門・技術サー
ビス業

島根県 出雲市斐川町求院1514-3

44 山建プラント株式会社 製造業 島根県
出雲市多伎町久村213番地
8

http://sankenp.co.jp/

45 有限会社ハマ電機 製造業 島根県 出雲市天神町188-1 http://hamadenki.co.jp

46 ブーランジェリーミケ 製造業 島根県
出雲市大社町杵築南1342-
7

47 有限会社ＴＲＹ 飲食店、宿泊業 島根県 出雲市今市町南本町20-4
48 岡山スイキュウ㈱ 運輸業 岡山県 岡山市南区泉田371-1 http://www.suikyugrp.co.jp/

49
岡山スイキュウ㈱瀬戸内
物流センター

運輸業 岡山県 瀬戸内市長船町土師168-1

50
岡山スイキュウ㈱倉富物
流センター

運輸業 岡山県 岡山市中区倉富367-4

51 山陽設計工業㈱
専門・技術サー
ビス業

岡山県 玉野市玉3-1-9 http://sanyo-engineering.co.jp/

52
㈱ホンダ販売中島
HondaCars倉敷南

卸売・小売業 岡山県 倉敷市連島中央4-1-34 http://dealer.honda.co.jp/hondacars-kurashikiminami/

53 竹内義晴税理士事務所
専門・技術サー
ビス業

岡山県
岡山市北区蕃山町1-23-4
階

54 西大寺タクシー㈲ 運輸業 岡山県
岡山市東区西大寺中1-4-
19

55 活文堂印刷㈱ 製造業 岡山県 岡山市北区奥田1-5-24
56 﨑上工業㈱ 建設業 岡山県 岡山市南区洲崎3-13-9 http://sakigami.com/

57
ONSAYA COFEE（オンサ
ヤ）

飲食店、宿泊業 岡山県 岡山市北区奉還町2-9-1 http://onsaya.com/

58 西日本キャリアコール
生活関連サービ
ス・娯楽業

岡山県 岡山市北区京橋町6-14 http://www.joca.bz/

59
㈱ティーアールエス岡山
生産技術研究所

製造業 岡山県
岡山市北区芳賀5321岡山
リサーチパーク内

60 双葉車輛㈱ 卸売・小売業 岡山県 岡山市中区下260-1 http://www.futaba-car.jp/

61
鷲江社会保険労務士事務
所

専門・技術サー
ビス業

岡山県
岡山市南区福富西2-12-
23-4

62 総社妹尾電気工事㈲ 建設業 岡山県 総社市三輪1070-3
63 ㈱守屋鉄工所 製造業 岡山県 倉敷市下庄1138-20 http://www12.plala.or.jp/moriron/

64 はぴねす・すたいる㈱ 医療、福祉 岡山県 岡山市北区下中野350-105
65 ㈱HUGHUG 情報通信業 岡山県 岡山市北区下中野323-113

66
デザインライフ総合保険
事務所

金融・保険業 岡山県 岡山市北区吉宗652 http://www.design-life.jp/

67 ㈱ウッドヴェル 建設業 岡山県 岡山市北区今8-14-28-2階



68 津山ビル管理（有）
サービス業（他に
分類されないも
の）

岡山県 津山市小田中1972-54

69 （有）田口工業所
専門・技術サー
ビス業

岡山県 津山市高野本郷858

70 （株）アサクラドゥ 卸売・小売業 岡山県 津山市東一宮51-1 http://www.asakurado.co.jp

71 （株）津山朝日新聞社 情報通信業 岡山県 津山市田町13
72 （有）アリムネ 卸売・小売業 岡山県 津山市上河原527-1
73 （株）竹本商店 卸売・小売業 岡山県 津山市高野山西1906-17
74 竹本木材（株） 製造業 岡山県 津山市妙原58-1
75 河井林産（株） 建設業 岡山県 津山市川崎112-1 http://www.kawaihouse.net

76 （株）アイエス 製造業 岡山県 苫田郡鏡野町布原297-6 http://www.ikeda-is.com/

77 ㈱メンテックワールド
サービス業（他に
分類されないも
の）

広島県 東広島市八本松飯田2-2-1 http://www.mentecworld.co.jp

78 ㈲有田園芸農場 農業・林業 広島県
東広島市安芸津町木谷
4820

79 ㈱そば庄　出雲 飲食店、宿泊業 広島県
広島市安佐南区大町東3-
15-1

80 中国電設工業㈱ 建設業 広島県 広島市中区千田町3-10-5 http://www.chusetsu.co.jp

81 ㈲フォークロア
生活関連サービ
ス・娯楽業

広島県 広島市南区翠1-10-28 http://foklore-cut.com

82 ㈱SAWA 建設業 広島県 広島市西区中広町1-4-16

83
㈱都コーポレーションこ
ころ庵

飲食店、宿泊業 広島県
広島市安佐南区毘沙門台
2-30-2

84 ㈲三谷製菓 製造業 広島県 広島市南区出島1-34-20
85 ㈲西岡工業 製造業 広島県 尾道市因島原町517-3

86 深川医療器㈱ 卸売・小売業 広島県
広島市西区商工センター
4-15-17

http://www.mc-fukagawa.co.jp

87 ㈱ハンズ 金融・保険業 広島県 広島市中区大手町3-8-24 http://www.sonpo.ne.jp/agent/hands

88 ㈱ミツケ商会 建設業 広島県 広島市中区江波東1-2-23

89
ナチュラルクリエイティ
ブメーカー㈲

生活関連サービ
ス・娯楽業

広島県
広島市中区袋町9-6ふくみ
ビル３Ｆ

http://www.n-c-m.jp/

90 橋口司法書士事務所
専門・技術サー
ビス業

広島県 広島市中区基町5-44 http://www.shihou-hashiguchi.com

91 ㈲ラ・シャンブル 飲食店、宿泊業 広島県 広島市中区上八丁堀5-25 http://www.lachambre.jp

92
㈱ラ・シャンブルクレア
ション

卸売・小売業 広島県 広島市中区幟町12-17 http://www.lachambre.jp

93 ㈱松岡製作所 製造業 広島県
広島市西区商工センター
8-9-33

http://www.matsuoka-pro.com

94 ㈱アステック
専門・技術サー
ビス業

広島県
広島市中区大手町4-2-27-
202

http://www.astec.jp/

95 宝意堂
生活関連サービ
ス・娯楽業

広島県 広島市佐伯区吉見園1-20

96 東洋電装㈱ 製造業 広島県
広島市安佐南区緑井4-22-
25

http://www.t-denso.com

97
大栄教育システム中四国
㈱

教育、学習支援
業

広島県 広島市中区大手町1-1-20

98 ㈱ＴＥＮ　ＤＲＥＡＭ
生活関連サービ
ス・娯楽業

広島県 広島市西区草津東1-1-33

99 大邦工業㈱ 建設業 広島県
広島市安佐南区川内6-26-
4

100 ㈱アフィス
教育、学習支援
業

広島県 広島市安佐南区伴西1-1-1 http://www.numaji.com

101
ひろしでん中国新聞旅行
㈱

生活関連サービ
ス・娯楽業

広島県 広島市中区八丁堀16-14 http://www.topic-tour.co.jp

102 ビルックス㈱
サービス業（他に
分類されないも
の）

広島県 呉市阿賀南1-8-49 http://builx.com

103 ㈱フィグラインス 金融・保険業 広島県 広島市西区中広町2-21-26

104 ㈱ダイビ
専門・技術サー
ビス業

広島県 広島市西区楠木町3-14-17 http://www.dai-bi.jp

105
㈱ヒロハイ・コーポレー
ション

運輸業 広島県 廿日市市宮内1-1-3 http://www.hirohai.co.jp/



106 ㈲エステティーク
生活関連サービ
ス・娯楽業

広島県 広島市中区袋町1-2 http://crown-plan.com/

107 ＦＡＭ㈱
生活関連サービ
ス・娯楽業

広島県
広島市安佐北区可部南2-
2-27

108 ㈱アスカネット
専門・技術サー
ビス業

広島県
広島市安佐南区祇園3-28-
14

http://www.asukanet.co.jp

109 ㈲クラウンエリート
生活関連サービ
ス・娯楽業

広島県 広島市南区松原町2-37 http://crown-plan.com/

110 ㈱日本食生活改善指導会 卸売・小売業 広島県
広島市安佐南区長束3-44-
17-8

http://www.musui-t.co.jp

111 ㈱原田 卸売・小売業 広島県
広島市安佐南区西原2-26-
39

http://harada-inc.com

112 ㈱ブルーズヘアー
生活関連サービ
ス・娯楽業

広島県
広島市安佐北区深川5-28-
8

http://www.blues-hair.com

113 ㈱ＳＫコーポレーション
サービス業（他に
分類されないも
の）

広島県 広島市中区大手町2-7-7

114 ㈱優良環境開発 卸売・小売業 広島県 呉市中通3-8-14

115 ㈱NTEC 情報通信業 広島県
大阪市淀川区新高3-9-14
ＭＭビル１Ｆ

116 ㈱ハゼヤマ広島支店 卸売・小売業 広島県 広島市中区広瀬町1-3

117 ㈱オオノ 製造業 広島県
安芸郡熊野町字深原5599-
2

118 ㈱大上自動車工業 製造業 広島県 山県郡北広島町新氏神8-1 http://ohue-body.jp

119 タングルウッド㈱ 製造業 広島県
広島市佐伯区海老山町9-
25

http://www.tanglewood.co.jp

120 ㈱創生舎 情報通信業 広島県
広島市中区白島九軒町3-
17第一寿ビル２Ｆ

http://sousei-sha.jp

121
㈲千代田電機サービスセ
ンター

卸売・小売業 広島県 山県郡北広島町有田498-7 http://www.chyodadenki.com

122 エコテクノ㈱
サービス業（他に
分類されないも
の）

広島県 山県郡北広島町本地737

123 アトム㈱ 製造業 広島県 竹原市忠海東町4-2-1 http://www.atom-glove.co.jp

124 ㈱児玉会計
専門・技術サー
ビス業

広島県 広島市中区白島北町3-14

125 ㈱マルフク 製造業 広島県 広島市南区段原2-4-15
126 ㈱オプス 卸売・小売業 広島県 広島市南区段原2-4-15
127 塩田工業㈱ 建設業 広島県 広島市南区東雲2-14-6

128 ㈲ぽけっと
専門・技術サー
ビス業

広島県
東広島市八本松町正力
1276-5

129 山陽空調工業㈱ 建設業 広島県 広島市西区大須賀町19-13 http://www.skkh.com/
130 ㈱フーズアイ 卸売・小売業 広島県 広島市西区草津港1-6-10 http://www.foods-i.jp/

131 ㈲ネクサス広島
生活関連サービ
ス・娯楽業

広島県
廿日市市平良山手7-14-
205

132
メナード新広島統轄販売
㈱

卸売・小売業 広島県 広島市東区光町2-8-4 http://www.menard-shinhiroshima.com

133 中和建設工業㈱ 建設業 広島県
広島市安佐南区上安2-52-
24-4

http://chuwa.sitemix.jp

134 ㈱広電ストア 卸売・小売業 広島県
広島市中区東千田町2-10-
20

http://www.madamjoy.jp

135 サンキ・ウエルビィ㈱ 医療、福祉 広島県
広島市西区商工センター
6-1-11

http://www.sanki-wellbe.com

136 ㈱アントレプレナー
専門・技術サー
ビス業

広島県
広島市中区十日市町1-1-9
相生通り鷹匠ビル2Ｆ

http://www.jinji-fuku.jp

137 シンセイ㈱ 卸売・小売業 広島県 広島市中区南竹屋町7-17 http://www.shinsei-1950.co.jp/

138 ㈱アドウィン
教育、学習支援
業

広島県 広島市西区楠木町3-10-13 http://www.adwin.com/

139 ㈱サイトウミクロ 製造業 広島県
広島市安佐北区安佐町大
字久地2683-147

http://saitomicro.jp

140 ㈱広重 運輸業 広島県 安芸郡坂町北新地4-5-45 http://www.hiroju.co.jp

141
㈱トヨタレンタリース広
島

サービス業（他に
分類されないも
の）

広島県 広島市中区白島北町11-14 http://www.r-hiroshima.com

142 ㈱中電工 建設業 広島県 広島市中区小網町6-12 http://www.chudenko.co.jp



143 ㈱ジーテック 情報通信業 広島県
広島市中区大手町5-17-13
ＧＯ＆ＤＯビル4Ｆ

http://www.gtec.co.jp

144 ㈱ヒューマンズ２１
サービス業（他に
分類されないも
の）

広島県
広島市広島市中区八丁堀
6-10アセンド八丁堀7階

http://www.humans21.com

145 シルフィード㈲ 製造業 広島県
広島市安佐南区西原5-17-
15

146 ㈱リレイション
サービス業（他に
分類されないも
の）

広島県 広島市中区中町6-30 http://www.relationhij.co.jp/

147 ㈱今西製作所 製造業 広島県
広島市東区矢賀新町5-7-
17

http://www.imanishi.co.jp/

148 広島ダイヤシステム㈱ 情報通信業 広島県 広島市西区観音新町4-8-4 http://www.hdsnet.co.jp

149 ㈲田岡塗装 製造業 広島県 呉市天応西条2-13-2

150 ㈱ニシキプリント 製造業 広島県
広島市西区商工センター
7-5-33

http://www.nishiki-p.co.jp/

151 呉森沢ホテル㈱ 飲食店、宿泊業 広島県 呉市本町15-22 http://www.kure-morisawa.co.jp

152 日本バレル工業㈱ 製造業 広島県 広島市南区東雲1-2-7
153 ㈲アルファーエンジ 建設業 広島県 広島市佐伯区八幡5-16-1

154 ㈱ノサックス 製造業 広島県
東広島市田口研究団地6-
40

http://www.nosacks.co.jp/

155
医療法人社団樹章会　本
永病院

医療、福祉 広島県 東広島市西条岡町8-13 http://www.motonaga.or.jp

156 食協㈱ 卸売・小売業 広島県 広島市南区松川町5-9 http://www.shokkyo.co.jp

157
アーチ広島社会保険労務
士法人

専門・技術サー
ビス業

広島県
広島市中区上八丁堀4-1
10F

http://www.office-onji.com

158 ㈱２１ 卸売・小売業 広島県
広島市西区己斐本町2-18-
8

http://www.two-one.co.jp/a21/

159 ㈱道祖園
教育、学習支援
業

広島県
東広島市八本松町原
10706-1

http://www.dosoen.com/

160 ㈲高山ペットショップ 卸売・小売業 広島県 三原市館町1-3-3 http://www.takayama-petshop.co.jp

161 ダイキョーニシカワ㈱ 製造業 広島県 安芸郡坂町北新地1-4-31 http://www.daikyonishikawa.co.jp

162 ㈲富士屋 飲食店、宿泊業 広島県 呉市広中町5-16
163 ㈱府中テンパール 製造業 広島県 安佐北区三入南1-9-16 http://www.f-tempearl.co.jp

164
㈱オキマストランスポー
ト

運輸業 広島県 廿日市市下平良2-1-77

165 ㈲金山・商店
サービス業（他に
分類されないも
の）

広島県 廿日市市宮内1-3-7

166 テクノライブ㈱ 情報通信業 広島県
広島市中区八丁堀6-10
アセンド八丁堀3階

http://www.technolive.co.jp/

167
㈱第一エンジニアリング
呉事業所

製造業 広島県 呉市本町8-10

168 ㈲広常産業 製造業 広島県 広島市西区田方3-752-3
169 共栄安全㈲ 卸売・小売業 山口県 下関市長府港町12-17 http://www.kyoei-anzen.com

170 ritaya
サービス業（他に
分類されないも
の）

山口県 下関市秋根南町1-6-14 http://www.facebook.com/ritaya001

171 ㈱三和印刷社 製造業 山口県 下関市長府扇町9-1 http://sanwa-printing.jp

172 ㈱平野鉄工所 製造業 山口県 下関市永田本町3-1-13
173 ㈱　東 医療、福祉 山口県 下関市彦島向井町2-10-36

174 ㈲関門自工
サービス業（他に
分類されないも
の）

山口県 下関市幡生宮の下町6-11

175 ㈱ひまわり 卸売・小売業 山口県 下関市一の宮卸本町3-30
176 コーエー㈱ 卸売・小売業 山口県 下関市一の宮卸本町3-11 http://www.koei-paper.jp

177 昭栄石油㈱ 卸売・小売業 山口県 下関市一の宮町4-5-8
178 ㈱ほんぽ 製造業 山口県 下関市東大和町2-15-10 http://www.seaweed.co.jp

179 ㈱オー・シー・エス山口 卸売・小売業 山口県 下関市勝谷新町4-13-30 http://daiohs.com
180 ㈱藤本商店 卸売・小売業 山口県 下関市一の宮町1-9-15

181 ㈱アイキャッチ
サービス業（他に
分類されないも
の）

山口県 下関市前田15 http://ai-catch.jimda.com/

182 ㈱たかせ 飲食店、宿泊業 山口県
下関市豊浦町大字川棚
5437



183 ㈱一の俣温泉観光ホテル 飲食店、宿泊業 山口県
下関市豊田町一の俣温泉
グランドホテル内

http://ichinomata.co.jp

184 ㈲安田建材
サービス業（他に
分類されないも
の）

山口県
下関市長門市湯谷新別名
958-1

185 ㈱サンワ電工 建設業 山口県 下関市東大和町2-15-18

186 舶用精器㈱
専門・技術サー
ビス業

山口県 下関市垢田町1-5-20

187 井上建設㈱ 建設業 山口県 下関市稗田中町18-3 http://www.inoue-k.co.jp

188 corlors＆Ｃ　稲冨佳明
生活関連サービ
ス・娯楽業

山口県 下関市垢田町1-21-15 http://colorsandc.com/

189
軽費老人ホームしゃくな
げ園

医療、福祉 山口県 下関市大字田倉字差葉82

190 ㈱稲田電機工業 製造業 山口県
下関市豊浦町大字川棚
7452-2

191 ㈲海技団
専門・技術サー
ビス業

山口県 下関市吉見古宿町2-22

192
山口アポロ石油　株式会
社

卸売・小売業 山口県 宇部市港町１－１４－７

193 株式会社　アトミテック 情報通信業 山口県
宇部市善和瀬戸原２０３
－１４９

http://atomitech.jp/

194 ㈱ＹＭ－Ｃｒｅａｔｅ 建設業 山口県 山口市駅通２－２－２３ http://www.ym-create.net/

195
ネイルサロン　ディスコ
レ

専門・技術サー
ビス業

山口県
山口市中市３－３山口井
筒屋１階

http://www.descolle.jp

196 ㈱山口断熱 建設業 山口県 防府市酢貝１３－１

197 いたむら法律事務所
サービス業（他に
分類されないも
の）

山口県
防府市寿町２－１１吉幸
Ⅱビル５０１

http://itamura-law@train.ocn.ne.jp

198 ㈱ガンテック 建設業 山口県
山口市大内矢田北５－７
－６

199
エステティックサロン
AMOUR

サービス業（他に
分類されないも
の）

山口県 防府市仁井令７９４－１ http://www.amour-recella.com

200 (株)ほけんeye西京 金融・保険業 山口県 周南市新宿通り２－１６ http://www1st-shinkou.jp

201 (有)スギタニ 卸売・小売業 山口県
周南市西松原４－３－２
３

202 温品自動車(株) 卸売・小売業 山口県
周南市西松原３－６－４
１

http://www.nukushina.com

203 (株)フロンティア 卸売・小売業 山口県 周南市櫛ヶ浜５４５－７
204 青木工業運輸(株) 建設業 山口県 周南市浜田１－２－５

205 (株)アイテックス
専門・技術サー
ビス業

山口県 周南市岡田町３－２５ http://www.itecsnet.co.jp

206 周南ビルド(株) 卸売・小売業 山口県 周南市相生町１－２０ http://s-build.net
207 マルタ産業(株) 卸売・小売業 山口県 周南市古泉１－１３－１ http://www.grace-garden.jp/

208 (株)アート電子 製造業 山口県 周南市桜木１－３－３０
209 ケミテック周南(株) 卸売・小売業 山口県 周南市今宿町４－６

210 徳山システム(株)
専門・技術サー
ビス業

山口県 周南市江の宮町７－５

211 (株)ナガミ 卸売・小売業 山口県
周南市西松原１－４４－
２

http://nagami.co.jp

212 （有）三戸窯業 建設業 山口県 周南市港町１－４６

213 青木工務店 建設業 山口県
周南市古泉２－２０－１
１

214 （株）ムカエ 建設業 山口県 周南市今住町９－４
215 ㈲日研アドバンス 建設業 鳥取県 鳥取市津ノ井２９１－８

216 ㈲中央企画
サービス業（他に
分類されないも
の）

鳥取県 鳥取市南町１０１－１ http://www.i-select.jp

217 ㈱鳥取県倉吉自動車学校
教育、学習支援
業

鳥取県 東伯郡北栄町西園８６６ http://www.kurayoshi-ds.com

218
㈲ジュエリー＆メガネ
スイス

卸売・小売業 鳥取県 鳥取市栄町３２２ http://www.jewelry-swiss.com

219 ベストバイ山陰(株)
サービス業（他に
分類されないも
の）

鳥取県
米子市糀町２－１９６－
１

http://www.bbap.asia



220 (株)皆生グランドホテル 飲食店、宿泊業 鳥取県
米子市皆生温泉４－１８
－４５

http://www.kaike-grandhotel.co.jp/

221 マスダ美容室
サービス業（他に
分類されないも
の）

鳥取県 米子市河崎１０９０－１ http://www.air-gr.jp/second_air/

222 One’ｓ（ワンズ） 卸売・小売業 鳥取県 米子市安倍１７２－２ http://ones-t.com/
223 木村産業（株） 卸売・小売業 鳥取県 境港市小篠津町２０

224 北陽石油店 卸売・小売業 鳥取県
米子市彦名町２０６８－
１

225 ビストロ・ド・スズキ 飲食店、宿泊業 鳥取県 米子市西町９０－３

226 ひの木家 飲食店、宿泊業 鳥取県
米子市淀江町西原１０６
１－６

http//www.hinokiya-soba.com

227 （株）ワコール―ブ 卸売・小売業 鳥取県
米子市流通町１５８－１
４

228 （株）米吾 製造業 鳥取県 米子市弥生町８－２７ https://www.komego.co.jp/

229 新和産業（株） 建設業 鳥取県 境港市元町１２４－１ http//www.sin-wa.com/

230 マカロニ食堂 飲食店、宿泊業 鳥取県 米子市四日市町４６
231 （有）衣料ノまつもと 卸売・小売業 鳥取県 米子市大篠津町４９２１

232 Jepun Sari
専門・技術サー
ビス業

鳥取県
米子市皆生温泉３－１６
－１

http:/www.jepunsari.com

233 山陰車両整備（株）
サービス業（他に
分類されないも
の）

鳥取県 米子市米原４－６－６２

234 （社福）めぐみの風
教育、学習支援
業

鳥取県
米子市旗ケ崎１－３－１
０

http://angelchild.net/

235 ニット工房西部事務所 製造業 鳥取県 西伯郡伯耆町溝口２９８ http://www.antai.co.jp/

236 (株)ＢＳＳ企画
サービス業（他に
分類されないも
の）

鳥取県
米子市西福原１－１－７
１

http://bss-kikaku.com

237 りふれがーでん
その他の
サービス業

鳥取県
米子市西福原５－１－２
６－２０８

http://refle-garden.com/

238 (株)桑本総合設計
専門・技術サー
ビス業

鳥取県 米子市皆生６－１－２５ http://info.eco-kuwamoto.co.jp/

239 （有）石倉建設 建設業 鳥取県 米子市長砂町９３５－２

240 後藤事務所
専門・技術サー
ビス業

鳥取県 米子市茶町６１番地

241 (有)フレッシュ電子 製造業 鳥取県
西伯郡南部町阿賀８２５
－１

242 柏尾自動車
専門・技術サー
ビス業

鳥取県
米子市夜見町１９２６－
１

243 ダイニチ技研（株）
専門・技術サー
ビス業

鳥取県 西伯郡大山町西坪４８２ http://www.dainichi-g.com

244 (株)共友 運輸業 鳥取県 境港市昭和町１３－１７ http://www.kyouyuu.com/

245 (有）インテリア向洋 卸売・小売業 鳥取県 米子市両三柳１５５－６

246 椿自動車
サービス業（他に
分類されないも
の）

鳥取県 米子市河崎３１３８－１ http://www.i-koyo.jp/

247 （有）静間
その他の
サービス業

鳥取県
西伯郡伯耆町大殿９７７
－１

248 安泰アパレル（株） 製造業 鳥取県 西伯郡伯耆町溝口２９８ http://www.antai.co.jp/

249 山陰建設サービス（株） 建設業 鳥取県
米子市夜見町３０８３－
５

250
西部ホンダ販売(有)
カーセンサー

卸売・小売業 鳥取県 米子市安倍５１３－６ http://car-sensor.jp/

251
社会福祉法人　よしだ福
祉会

医療・福祉 島根県 雲南市深野８４－６ http://www.cpyoshida.jp/

252
株式会社　ソコロシステ
ムズ

情報通信業 島根県 益田市三宅町１番１９号 http://www.socorro.co.jp/

253 有限会社　原田商事
サービス業（他に
分類されないも
の）

島根県
松江市八雲町熊野２９８
－４

254 居酒屋まる雄
宿泊業、飲食
サービス業

島根県
松江市東本町２丁目６－
２

255 かんてら山
宿泊業、飲食
サービス業

島根県
松江市南田町１２４－１
０

256 株式会社　島根事務機 卸売業、小売業 島根県 松江市苧町３６番地



257 株式会社　Woman's
教育、学習支援
業

島根県 益田市本郷町９２４－６

258
パティセリー・プチ・ガ
ドー

製造業 島根県
隠岐郡隠岐の島町城北町
５６

259 錦織酒店 卸売業、小売業 島根県 松江市雑賀町７６１番地

260 田村電器有限会社 卸売業、小売業 島根県
松江市西川津町８５２－
６

261 山陰総業有限会社 製造業 島根県
松江市東出雲町揖屋２７
３０－５

http://www.saninsogyo.co.jp/

262 有限会社　アーク工業所 製造業 島根県
松江市東出雲町春日３２
３－５

http://www.arc-industry.jp/

263
社会福祉法人　山陰家庭
学院

医療・福祉 島根県
松江市島根町大芦５７０
７

http://www.sanin-kateigakuin.jp/

264
株式会社　イワタクリエ
イト

製造業 島根県
松江市東出雲町錦浜５８
３－５

http://www.iwakuri.jp/

265 有限会社松本商店 卸売業、小売業 島根県 出雲市斐川町学頭820
266 株式会社タケダ造園 建設業 島根県 出雲市下横町402 http://www.takezofarm.co.jp

267 山陰防災電機株式会社 建設業 島根県 出雲市西園町206-1

268 ＨＡＩＲ　ＷＯＲＫＳ
生活関連サービ
ス業、娯楽業

島根県 出雲市古志町909

269 有限会社ニチデン
生活関連サービ
ス業、娯楽業

島根県 出雲市天神町855

270 有限会社石原組 建設業 島根県 出雲市浜町1718-1
271 須山木材株式会社 製造業 島根県 出雲市白枝町139 http://www.suyamalumber.co.jp/

272 株式会社イマスイ 建設業 島根県 出雲市高岡町157 http://www.imasui.co.jp

273 ロハスヘアー
生活関連サービ
ス・娯楽業

岡山県 岡山市南区浦安南町587-4

274 池田電業㈱ 建設業 岡山県 岡山市北区下伊福1-2-7

275 ㈱河本食品 製造業 岡山県
岡山市北区建部町富沢
428-3

http://www.koumoto-yokozuna.com/

276 ㈲センダ
生活関連サービ
ス・娯楽業

岡山県 岡山市東区沼1568-2

277 早川鈑金塗装 建設業 岡山県 岡山市南区浜野4-17-108 http://www.k-hayakawa.com/

278 坂田砕石工業(株)
鉱業・採石業・
砂利採取業

岡山県 久米郡久米南町山手645

279 (有)共栄自動車
専門・技術サー
ビス業

岡山県 津山市国分寺164-3 http://www.kyoei-repairshop.jp/

280 (有)アンジェ 卸売・小売業 岡山県 津山市山北400-4 http://www.ange-cake.com/

281 (有)瀬戸内興商
サービス業（他に
分類されないも
の）

岡山県 久米郡久米南町下籾577 http://www.setouchikousho.com/

282 (有)徳河製作所 製造業 岡山県 岡山市北区牟佐456 http://www.tokugawa-ss.co.jp/

283 (有)マキシステム 製造業 岡山県 津山市沼88-11

284 アセス(株)
サービス業（他に
分類されないも
の）

岡山県 津山市中北上1731-2

285 (株)山形とうふ 製造業 岡山県 津山市日上3-1
286 (株)エックスランド 卸売・小売業 岡山県 津山市沼844-5 http://www.x-land.jp/

287 ㈱パルウェーブ 情報通信業 広島県
広島市中区上八丁堀8-8
第1ウエノヤビル2F

http://www.palwave.co.jp

288 ㈱いでしたケアサービス 医療、福祉 広島県
広島市中区紙屋町1-1-20
いよぎん広島ビル503

http://ideshita-care.jp

289 西日本リネンサプライ㈱
生活関連サービ
ス・娯楽業

広島県
安芸郡海田町南つくも町
13-35

http://www.leasekin-west.co.jp

290 広電建設㈱ 建設業 広島県
広島市中区東千田町2-9-
29

http://www.hiroden-con.jp/

291
㈱Ａ・Ｉ・Ｃ広島マネジ
メント（シェラトンホテ
ル広島）

飲食店、宿泊業 広島県 広島市東区若草町12-1 http://www.sheraton-hiroshima.co.jp/

292 テンパール工業㈱ 製造業 広島県 広島市南区大州3-1-42 http://www.tempearl.co.jp/

293 世羅菜園㈱ 農業・林業 広島県
世羅郡世羅町大字重永
608-25

294 宝積飲料㈱ 製造業 広島県 東広島市西条町西条東744 http://www.hoshaku.co.jp

295 ㈱サタケ 製造業 広島県 東広島市西条西本町2-30



296 合同会社Ｋ＆Ｍシステム
教育、学習支援
業

広島県
広島市安佐南区上安2-9-2
松岡第一ビル

http://pc-hana.com

297 ㈱ロジコム・アイ 運輸業 広島県 広島市東区矢賀新町5-7-4 http://www.net-logicom.co.jp/

298 ㈱ロジコム 運輸業 広島県 広島市東区矢賀新町5-7-4 http://www.net-logicom.co.jp/

299
社会福祉法人ＩＧＬ学園
福祉会

医療、福祉 広島県
広島市安佐南区上安6-31-
1

http://www.igl.or.jp/

300 ㈱バルコムモータース 卸売・小売業 広島県
広島市安佐南区中筋3-8-
10

http://www.balcom.jp/

301 オールハウス㈱ 不動産業 広島県 安芸郡府中町八幡1-4-23 http://www.allhouse.co.jp

302 広成建設㈱ 建設業 広島県 広島市東区上大須賀町1-1 http://www.koseikensetsu.co.jp

303 産興㈱ 製造業 広島県 広島市中区舟入南1-1-18 http://www.sankoweb.co.jp/

304 双葉運輸㈱ 運輸業 広島県 広島市西区山田町539 http://futabaunyu.com

305 西條商事㈱ 卸売・小売業 広島県
東広島市西条土与丸2-6-
49

http://www.saijo-shoji.co.jp

306
㈱シーズンモチベーショ
ン

教育、学習支援
業

広島県
広島市中区国泰寺町1-8-
14

http://www.season-m.com/

307 三栄産業㈱
サービス業（他に
分類されないも
の）

広島県
広島市中区基町5-44広島
商工会議所ビル

308 ㈱フレスタ 卸売・小売業 広島県 広島市西区横川町3-2-36 http://www.fresta.co.jp

309 ㈲ジョイサービス 医療、福祉 広島県
広島市佐伯区八幡東3-26-
29

310
税理士法人　田邉会計事
務所

専門・技術サー
ビス業

広島県 府中市府川町100-5

311 ㈱ザメディアジョン 情報通信業 広島県 広島市西区横川町2-5-15 http://www.mediasion.co.jp

312 ㈱W
生活関連サービ
ス・娯楽業

広島県 広島市中区十日市1-4-1

313
アドバンススタッフサー
ビス㈱

サービス業（他に
分類されないも
の）

広島県
広島市中区中町7-41　広
島三栄ビル６階

http://www.advanss.co.jp

314
特定非営利活動法人　日
本ホリスケア協会

教育、学習支援
業

広島県
広島市中区大手町3-1-7-
3F

http://holiscare.net

315
㈱エネルギア介護サービ
ス

医療、福祉 広島県 広島市中区大手町3-11-20

316 双葉工業㈱ 製造業 広島県 広島市南区大州4-8-24 http://www.y-futaba.co.jp

317
学校法人　ＭＳＨ医療学
園

教育、学習支援
業

広島県 広島市西区天満町6-5 http://www.msh.ac.jp

318 ㈱大野石油店 卸売・小売業 広島県 広島市中区西白島町22-15 http://www.ohno-group.co.jp

319
一般社団法人　人生安心
サポートセンター　きら
り

生活関連サービ
ス・娯楽業

広島県
広島市中区基町5-44　広
島商工会議所ビル８Ｆ

http://kirarihiroshima.info

320 ㈱ビアンシステムズ
サービス業（他に
分類されないも
の）

広島県 広島市南区京橋町10-22 http://www.biensys.jp

321 ㈱ビットゼミ
教育、学習支援
業

広島県 広島市中区鉄砲町7-4 http://www.bitzemi.com

322 ㈱フレッズ 卸売・小売業 広島県
広島市安佐南区伴南2-3-
17

http://www.freds.jp

323 ㈱熊平製作所 製造業 広島県 広島市南区宇品東2-4-34 http://www.kumahira.co.jp/

324 ㈱山豊 製造業 広島県
広島市安佐南区沼田町伴
79-2

http://www.yamatoyo.co.jp

325 岡本水産㈲ 漁業 広島県 呉市倉橋町11894-15

326
㈱日本教育クリエイト
広島支社

教育、学習支援
業

広島県
広島市中区基町12-3　Ｃ
ＯＩ広島紙屋町ビル６Ｆ

http://www.nk-create.co.jp/

327 ㈲広島ビデオサプライ
専門・技術サー
ビス業

広島県
広島市安佐南区山本5-72-
18

http://supply.lolipop.jp

328
広島編物㈱　広島ファッ
ション専門学校

教育、学習支援
業

広島県 広島市中区大手町1-4-8 http://www.hfsc.ac.jp/

329 Ｐｕｒ
教育、学習支援
業

広島県
広島市中区大手町1-4-3
大手町井上ビル４Ｆ

http://www.nail-pur.net

330 ㈲ＣＥＬＥＢＳ
教育、学習支援
業

広島県
広島市中区十日市町1-4-
18

http://touno.jp

331
㈲藤岡保険コンサルタン
ト

金融・保険業 広島県 広島市佐伯区利松2-12-10



332 宗盛電気サービス㈱
サービス業（他に
分類されないも
の）

広島県 広島市南区仁保1-9-1 http://www.munemori.co.jp

333 東洋観光㈱ 飲食店、宿泊業 広島県 広島市西区中広町1-16-4 http://www.toyokanko-g.co.jp/

334 山陽食品㈱ 製造業 広島県 広島市南区上東雲町18-36

335
㈱日本パーカーライジン
グ広島工場

製造業 広島県 広島市南区出島1-34-26 http://www.hiroshima-parker.co.jp

336 ㈱ワコー 卸売・小売業 広島県 廿日市市宮内工業団地3-6

337 ピーシーアシスト㈱
教育、学習支援
業

広島県
広島市中区八丁堀16-14
３ＦＷｉｎスクール本校

338 ㈲ＧＴＦ
生活関連サービ
ス・娯楽業

広島県
広島市中区袋町5-5　袋町
アレービル5階

http://www.gtf-koshin.com

339 ㈲セイブ木工 製造業 広島県
広島市安佐北区安佐町大
字久地169-2

340 ツボサン㈱ 製造業 広島県 呉市仁方桟橋通1511-26 http://www.tsubosan.co.jp

341 ミート・カネショウ 飲食店、宿泊業 広島県
広島市安佐北区口田南2-
18-5

342 グッドネス㈱ 飲食店、宿泊業 広島県 呉市広大広2-11-55 http://www.goodness-gb.co.jp

343 ㈱ＲＣＣ文化センター
サービス業（他に
分類されないも
の）

広島県 広島市中区橋本町5-11 http://www.rccbc.com/

344 ㈱ナカムラストアー 卸売・小売業 広島県 三次市三次町1567 http://www.nakamurastore.com/

345 ㈱島屋 卸売・小売業 広島県
広島市西区商工センター
6-8-58

http://www.shimayas.co.jp

346
㈱セブンティエイトアイ
ティ

情報通信業 広島県
広島市中区国泰寺町1-8-
20

http://www.78it.com

347
行政書士法人　アッパー
リンク

専門・技術サー
ビス業

広島県
広島市西区観音新町2-4-
25　第一菱興ビル２階

http://hassin.net/

348
㈱部屋店コミュニケー
ションズ

不動産業 広島県
広島市中区西十日市町9-
9-6Ｆ

http://www.heya-ten.jp

349 ㈱システムアートウェア 製造業 広島県 広島市中区鉄砲町1-10 http://www.system-artware.co.jp

350 ㈱鷗州コーポレーション
教育、学習支援
業

広島県 広島市中区中町1-1 http://www.oshu.co.jp/

351 ㈱クリフ
生活関連サービ
ス・娯楽業

広島県 三次市十日市中1-1-10

352 第一コンテク㈱
専門・技術サー
ビス業

広島県
広島市安佐北区安佐町飯
室4847-1

http://www.dcontech.co.jp

353 ㈱部屋店 不動産業 広島県 広島市南区西翠町1-4 http://www.heya-ten.jp

354 ㈱部屋店建物管理 不動産業 広島県
広島市中区十日市町2-9-
5-２Ｆ

http://www.heya-ten.jp

355 日本基準寝具㈱
生活関連サービ
ス・娯楽業

広島県
広島市安佐南区大町東2-
15-2

http://www.nihonkijun.jp

356 ㈱スガノ 卸売・小売業 広島県 広島市南区大州1-10-15 http://www.sgn-g.co.jp

357 ㈱アルツト
教育、学習支援
業

広島県 広島市南区大須賀町14-16 http://www.nagaizemi.com

358 ㈱ヒロタニ 製造業 広島県
東広島市志和町志和堀
1153-10

http://www.hirotani.co.jp

359 中国醸造㈱ 製造業 広島県 廿日市市桜尾1-12-1 http://www.chugoku-jozo.co.jp

360 シンシア税理士法人
専門・技術サー
ビス業

広島県 呉市溝路町1-3

361 ㈱カエルカンパニー
サービス業（他に
分類されないも
の）

広島県
広島市中区榎町5-14榎町
ビル3階

http://www.kaerucompany.com

362 丸建ハウス㈱ 不動産業 広島県 広島市南区仁保南1-17-21 http://www.maruken.info

363 ㈲ハッピーおがわ 製造業 広島県 呉市阿賀南3-6-6 http://www.happy-ogawa.com/

364 ㈲マルケン 不動産業 広島県 広島市南区仁保南1-17-21

365 安佐ガード㈱
サービス業（他に
分類されないも
の）

広島県 広島市安佐北区可部5-9-2

366 ㈱キーレックス 製造業 広島県
安芸郡海田町南明神町2-
51

http://www.keylex.jp

367 セムコ㈱ 製造業 広島県
広島市佐伯区五日市上河
内1609-3

http://www.semco.jp

368 整髪処ＩＲＯＤＯＲＩ
生活関連サービ
ス・娯楽業

広島県
広島市安佐北区可部4-4-
23



369 ㈱住宅デザイン研究所
教育、学習支援
業

広島県 広島市中区大手町2-5-11 http://www.jdknet.co.jp

370 ㈱福祉情報センター 医療、福祉 広島県
広島市西区観音新町2-2-
15

http://f-j-s.net

371
社会保険労務士法人サト
―

専門・技術サー
ビス業

広島県
広島市中区大手町1-6-2Ｍ
ＤＸビル５階

http://www.sato-co.jp

372 ㈱木村工業 製造業 広島県 呉市広多賀谷3-4-9 http://www.kimura-gr.co.jp

373 ㈱NOSON 製造業 広島県
庄原市高野町下門田5059-
184

374 ㈱清水自動車ガラス 卸売・小売業 広島県 広島市中区光南2-3-45
375 ㈱ミヤケン 建設業 広島県 広島市南区宇品3-4-4
376 橋本燃料㈱ 卸売・小売業 広島県 広島市中区河原町12-23

377
㈱ゆりねコーポレーショ
ン

飲食店、宿泊業 広島県
広島市中区大手町2-2-13
平岩ビル1階

378 ㈱広島フォーシーズン 飲食店、宿泊業 広島県 広島市中区大手町1-1-23 http://www.enjoy.ne.jp/^shizenan/

379 Lic
生活関連サービ
ス・娯楽業

広島県
広島市中区中町2-2　末広
ビル302

http://www.lic-hair.com

380
協同組合　技術者育成協
力会

サービス業（他に
分類されないも
の）

広島県 広島市東区牛田中1-1-2

381 ㈱永和
サービス業（他に
分類されないも
の）

広島県 広島市中区紙屋町2-2-7

382
椎木社会保険労務士事務
所

専門・技術サー
ビス業

広島県 広島市西区井口台3-21-25

383 ㈱シブヤ 製造業 広島県 廿日市市木材港北5-86 http://www.shibuya-group.co.jp

384
(合)ＡＢサポートﾒﾝｽﾞヘアーｱ
ｶﾎﾘ501

生活関連サービ
ス・娯楽業

山口県 下関市西入江町2-2

385 シーモール商事㈱
サービス業（他に
分類されないも
の）

山口県 下関市竹崎町4-4-8 http://www.tip.ne.jp/palace/

386 GMOビジネスサポート㈱ 情報通信業 山口県 下関市細江町1-2-10 http://www.gmo bs.com

387 新興電機㈱ 製造業 山口県 下関市武久町2-21-17 http://www.shinko-electric.jp/

388 ㈱まるわステンレス工業 製造業 山口県 下関市長府扇町6-28 http://www.maruwa-sk.co.jp

389 ティーワス㈱ 医療、福祉 山口県 下関市秋根本町2-9-20 http://www.twas..jp
390 ㈱江戸金 製造業 山口県 下関市卸新町7-3 http://www.kshimonoseki/

391 ㈲馬関商社 飲食店、宿泊業 山口県 下関市羽山町22-20 http://www.bakan.co.jp

392 ㈱テレトピア 卸売・小売業 山口県
下関市秋根本町2-10-10ト
ワムール21ビル2Ｆ

http://www.teletopia.jp

393
特定非営利活動法人豆た
ん

医療、福祉 山口県 下関市大字内日下1028-2

394 ㈱セービング 医療、福祉 山口県 下関市小月宮の町7-3 http://www.e-saving.jp

395 酒田製材所 製造業 山口県 下関市清末五毛1-1-13
396 ㈲マルイチ彦島醸造工場 製造業 山口県 下関市彦島福浦町3-7-27

397 ㈱介援 医療、福祉 山口県
下関市菊川町大字下岡枝
389-1

398 山口ヤクルト販売㈱ 卸売・小売業 山口県 山口市小郡黄金町14-7 http://www.yamaguchi-yakult.co.jp

399 ㈱フジックス 卸売・小売業 山口県 下関市武久町2-2-8 http://www.fujix-net.jp

400 冷凍工業㈱ 製造業 山口県 下関市伊崎町1-6-28
401 ㈱オニツカ 医療、福祉 山口県 下関市伊倉町4-3-14
402 ㈲ライフサポートどれみ 医療、福祉 山口県 美祢市大嶺町東分3168-1
403 はーとけあ(株) 医療、福祉 山口県 宇部市五十目山町5-35 http://www.heart-care.info

404 ㈱cocoLAND 飲食店、宿泊業 山口県 宇部市上宇部黒岩75 http://www.cocoland.co.jp

405 メガネフイート 卸売・小売業 山口県 宇部市大字東岐波1204-11 http://megacl.jp/shop/detail/3099

406 MAHALO
生活関連サービ
ス・娯楽業

山口県
宇部市小松原2-6-5宇部産
業ビル１Ｆ

http://mahalo201274.jimdo.com/

407 塚原建設（株） 建設業 山口県 宇部市大字藤曲1753-46 http://www.tsukahara-c.co.jp/

408 （株）島津商会 製造業 山口県 山陽小野田市新沖3-1-26 http://www.shimazu-jnc.com

409 ㈱コトガワ 製造業 山口県 宇部市大字妻崎開作140-1 http://www.genki-ouen.co.jp

410 （株）ぎじろくセンター
サービス業（他に
分類されないも
の）

山口県 宇部市大字西岐波1540-12 http://www.gijiroku-center.co.jp

411 ㈱ＳＥＳ
サービス業（他に
分類されないも
の）

山口県 宇部市東新川町1-33 http://www9.ocn.ne.jp/~ses



412
㈱YOU&YOUコミュニケー
ションズ

教育、学習支援
業

山口県 宇部市新天町1-3-5 http://genki-ouen.co.jp

413 ㈱インテリアセンター 卸売・小売業 山口県 宇部市中野開作185-1 http://www.yume-curtain.jp

414 ㈱エイム 情報通信業 山口県
宇部市西岐波区宇部臨空
頭脳パーク1

http://www.aim-yamaguchi.co.jp

415 ㈱エー・エム・エス 卸売・小売業 山口県 宇部市常盤町1-2-3

416 ㈱エーシーケイ
サービス業（他に
分類されないも
の）

山口県 宇部市西梶返2-2-5

417 ㈱エムビーエス 建設業 山口県 宇部市小串74-3 http://www.homemakeup.co.jp

418 ㈱オートパーツ幸城 卸売・小売業 山口県 宇部市大字妻崎開作776-3 http://ap-kojo.com
419 ㈱オクタニ 卸売・小売業 山口県 宇部市西平原4-2-18 http://okutani.co.jp/

420 ㈲山本輪業 卸売・小売業 山口県 宇部市東梶返3-14-12

421 ㈲井上広美社
サービス業（他に
分類されないも
の）

山口県 宇部市東新川町6-7

422 ㈱永山本家酒造場 製造業 山口県 宇部市大字軍地138 http://y-shuzo.com/hp/nagayamahonke.html

423 (合）北坂会計事務所
サービス業（他に
分類されないも
の）

山口県 宇部市新町9-24 http://www.kitasaka.jp/

424 クボタ工芸㈱
サービス業（他に
分類されないも
の）

山口県 宇部市明神町2-3-7

425 ㈲アイテックス 製造業 山口県 宇部市川上983-2

426 周防商会
サービス業（他に
分類されないも
の）

山口県 山口市中央5-15-31

427 ㈲オートケアアームズ
サービス業（他に
分類されないも
の）

山口県 山口市大内矢田807-3

428 (合)シセイ 医療、福祉 山口県 防府市大字植松323
429 ㈲山口美装 建設業 山口県 山口市朝田208-3

430 ㈱サクシード
専門・技術サー
ビス業

山口県 防府市勝間3-12-45

431 富士事務器(株) 卸売・小売業 山口県 周南市みなみ銀座2-28

432 (株)笹戸建築事務所
専門・技術サー
ビス業

山口県 周南市新町1-49

433 (株)今村建設 建設業 山口県 光市上島田3-15-18

434 （株）遠石会館
生活関連サービ
ス・娯楽業

山口県 周南市遠石2-3-1 http://www.toisi.co.jp

435
西京インテリジェンス
パートナーズ(株)

サービス業（他に
分類されないも
の）

山口県 周南市周陽2-2-6

436
(株)オフィスエー・ゼッ
ト

教育、学習支援
業

山口県 周南市花畠町1-7 http://www.keisinjyuku.com/

437 日研空調（株） 建設業 山口県 周南市今宿町3-43

438
徳山総合ビジネス専門学
校

教育、学習支援
業

山口県 周南市野上町1-16 http://www.h3dion.ne.jp/~tokubi

439
ファッション企画ワール
ド

生活関連サービ
ス・娯楽業

山口県 周南市梅園町1-23

440
(株)ファッション企画
ワールド松原勝幸

生活関連サービ
ス・娯楽業

山口県 周南市梅園町1-23

441 共栄産業(株) 製造業 山口県 周南市久米流田3042-4

442 徳山広告
専門・技術サー
ビス業

山口県 周南市西松原1-3-20

443 （株）ぷらねっと
サービス業（他に
分類されないも
の）

山口県 周南市築港町2-10 http://www.pla-net.jp/

444 (株)池田製材所 製造業 山口県 周南市大字栗屋782-1

445
ＢＬＡＮ－ＣＯ　ＨＡＩ
Ｒ

専門・技術サー
ビス業

山口県 光市島田3-3-8

446 周南近鉄タクシー（株） 運輸業 山口県 周南市東山町1718 http://www.kintaku-co-.jp

447 (株)岐山 建設業 山口県 周南市代々木通1-10

448 サマンサ　ジャパン(株)
サービス業（他に
分類されないも
の）

山口県 周南市河東町2-36 http://www.samansa.co.jp



449 ㈱林兼太郎商店 卸売・小売業 鳥取県
鳥取市湖山町東５－３７
４－１

http://hayashi-kentaro.co.jp/

450 ㈲三浅あみものセンター 製造業 鳥取県
八頭郡八頭町久能寺８９
６－３３

http://www.amimono.co.jp/

451 光リフテック㈲
サービス業（他に
分類されないも
の）

鳥取県 鳥取市千代水２－２７ http://rifutekku.com

452 日新工業㈲ 建設業 鳥取県 鳥取市千代水１－７３ http://www.nissin-k.net/

453 ㈱フィアライト 製造業 鳥取県
八頭郡八頭町奥谷１９１
－１

http://www.vierlight.co.jp

454 ㈱アサヒメッキ 製造業 鳥取県 鳥取市南栄町１ http://www.asahimekki.jp

455
ＣＲＥＡ　ＨＡＩＲ　Ｍ
ＡＫＥ

生活関連サービ
ス・娯楽業

鳥取県
鳥取市湖山町東２－１６
０

http://www.ee-crea.com

456 NPO法人気多の櫂 医療、福祉 鳥取県
鳥取市気高町浜村７８０
－２

457 ㈱矢谷印刷所 製造業 鳥取県 鳥取市幸町９６ http://yatani-pr.com

458 ㈲アレンジ
専門・技術サー
ビス業

鳥取県 鳥取市南栄町６３－１４

459
（学校法人）イナバ自動
車学校

教育、学習支援
業

鳥取県 鳥取市里仁９７－１ http://www.inaba.ac.jp

460 ㈲スイコー商会 卸売・小売業 鳥取県 倉吉市宮川町１５９－４ http://www.suikoweb.co.jp

461 ㈱モリックスジャパン 情報通信業 鳥取県 鳥取市商栄町２０３－６ http://www.morrix.co.jp/

462 山陰警備保障㈱
サービス業（他に
分類されないも
の）

鳥取県 鳥取市南安長１－１－２

463 ㈲仕出し料理やまもと 製造業 鳥取県 鳥取市千代水１－７２ http://www.shidashi-yamamoto.com/

464 こおげ建設㈱ 建設業 鳥取県
八頭郡八頭町宮谷２００
－２

465 山陰予防医学研究所 医療、福祉 鳥取県 鳥取市松並町２－１６０
466 ㈱アクシス 情報通信業 鳥取県 八頭郡八頭町郡家７７ http://www.t-axis.co.jp

467
（学法）鳥取県東部自動
車学校

教育、学習支援
業

鳥取県 鳥取市松並町３－１２２ http://www.tds.ac.jp

468 ㈱人形のはなふさ 卸売・小売業 鳥取県 鳥取市湖山町東３－１ http://www.n-hanafusa.co.jp/

469 ｻﾝﾖｰｸﾞﾙｰﾌﾟ㈱セツ
生活関連サービ
ス・娯楽業

鳥取県 鳥取市商栄町２５１－８ http://www.sanyo.gr.jp

470 山陰松島遊覧㈱
生活関連サービ
ス・娯楽業

鳥取県
岩美郡岩美町大谷２１８
２－１２

471 ウッドファクトリー㈱ 製造業 鳥取県
鳥取市国府町糸谷１６－
１６

472 ㈲イナバ葬祭センター
サービス業（他に
分類されないも
の）

鳥取県 鳥取市服部１５－３

473 ㈱中村商店 製造業 鳥取県
鳥取市賀露町西４－１８
０３－３

http://www.matubagani.com

474 雪松造園 建設業 鳥取県
岩美郡岩美町大谷１８７
１－１

475 若桜木材協同組合 製造業 鳥取県
八頭郡若桜町若桜１３４
４－１

476 ㈲ちくま 飲食店、宿泊業 鳥取県
東伯郡琴浦町徳万５５８
－１

477 Ｒｕｆａｓ
生活関連サービ
ス・娯楽業

鳥取県 鳥取市雲山１３７－６５

478 ㈱エステートセンター 不動産業 鳥取県
鳥取市南吉方１－１１４
－３

http://www.estate-center.co.jp

479 ㈱ヤマネ機材 卸売・小売業 鳥取県 鳥取市千代水３－５０

480 ㈱エスマート 卸売・小売業 鳥取県
鳥取市湖山町北３－３０
３

481 ㈱ナレッジサポート
教育、学習支援
業

鳥取県
鳥取市湖山町東５－２０
６花木ﾋﾞﾙ３Ｆ

482 ㈲ヨコイ 飲食店、宿泊業 鳥取県
鳥取市南吉方３－５０７
－４

483 ㈲林オート
サービス業（他に
分類されないも
の）

鳥取県
鳥取市湖山町東４－１１
２



484 ちゃれきんぐ㈱
教育、学習支援
業

鳥取県 鳥取市田島６５９ http://www.kodomo-sports.com

485 ㈲石野石材工業所 卸売・小売業 鳥取県
鳥取市南吉方１－１１０
－２

http://www.ishinosekizai.co.jp

486 ㈱三和木材市場 卸売・小売業 鳥取県 鳥取市行徳２－１０２

487 ㈲ふかた 製造業 鳥取県
八頭郡八頭町石田百井６
２－１４

488 ㈱ガレージゼロ 卸売・小売業 鳥取県 鳥取市覚寺４８－４

489 ㈲毛利商店 建設業 鳥取県
鳥取市湖山町北２－７８
７

490 エム精工 製造業 鳥取県 鳥取市気高町土居１５０

491
NPO法人就労支援ｾﾝﾀｰ和貴
の郷

医療、福祉 鳥取県
鳥取市河原町長瀬６１－
１１

492 八光自動車㈲
サービス業（他に
分類されないも
の）

鳥取県
鳥取市吉成南町１－２４
－７

493 ㈲ウエスト興業八頭 建設業 鳥取県
鳥取市用瀬町別府４３－
１

494 ワイド警備保障㈱
サービス業（他に
分類されないも
の）

鳥取県 鳥取市南吉方３－５３１

495 ㈱金居商店 卸売・小売業 鳥取県
鳥取市本町１－２０３－
４

496 ㈱ベルシステム 製造業 鳥取県 鳥取市新品治町６

497 ㈲くれよんカンパニー
生活関連サービ
ス・娯楽業

鳥取県 鳥取市栄町７２２

498 ㈲リックベル 卸売・小売業 鳥取県
東伯郡北栄町妻波１０７
４－７

499 ㈲ギフトショップトダ 卸売・小売業 鳥取県 鳥取市古海６４７－１

500 ㈲東部資源リサイクル
専門・技術サー
ビス業

鳥取県 鳥取市西品治７８０－１

501 工作社 製造業 鳥取県 鳥取市下段２６９－１
502 ㈲八上姫 製造業 鳥取県 鳥取市源太２４－２
503 ㈲螢光社 情報通信業 鳥取県 鳥取市青葉町２－２１２
504 エコ・リビング㈲ 製造業 鳥取県 鳥取市二階町２－２１６

505 ㈱Ｔｒｅｅｓ 飲食店、宿泊業 鳥取県
鳥取市弥生町２２７　ｸﾞ
ﾚｰｽﾋﾞﾙ

506
㈲ファッションアクティ
ブ

製造業 鳥取県 八頭郡智頭町三田６３

507 ㈱シャルビー 卸売・小売業 鳥取県 鳥取市南安長２－１２２
508 ㈱旺方トレーディング 卸売・小売業 鳥取県 鳥取市徳尾５８－１２ http://www.oho-tr.net

509 安藤自動車
サービス業（他に
分類されないも
の）

鳥取県
鳥取市青谷町青谷５２８
－５

510 ヤマショウ
専門・技術サー
ビス業

鳥取県 倉吉市上神１０４８－１

511 ㈱アーステクノ
専門・技術サー
ビス業

鳥取県 鳥取市里仁２４３－３

512 ㈲岡本緑化 建設業 鳥取県 鳥取市叶２３６

513 ㈱河原ソーイング 製造業 鳥取県
鳥取市河原町曳田８４－
８

514
ヘアーフレックス　イケ
モト

生活関連サービ
ス・娯楽業

鳥取県 鳥取市江崎町４１－１

515 ㈲木本自動車
専門・技術サー
ビス業

鳥取県
東伯郡琴浦町逢束１３２
５－１

516 網浜水産㈱ 製造業 鳥取県
鳥取市賀露町西４－１８
０３－４

517 アイ・クリエート 不動産業 鳥取県
鳥取市扇町１３３－２　ｸ
ﾘｴｰﾄﾋﾞﾙ１１０

518 ㈱ピィーウェーブ 飲食店、宿泊業 鳥取県
鳥取市南隈１７３　ﾄﾘﾆﾃｨ
ﾓｰﾙＢ

519 ㈱ハウスケアサービス
専門・技術サー
ビス業

鳥取県 鳥取市商栄町１３５

520 ㈲プラスペリティ
生活関連サービ
ス・娯楽業

鳥取県 鳥取市本町３－１０５



521 ㈱よみうり企画
専門・技術サー
ビス業

鳥取県 鳥取市商栄町１３５

522 ㈱丸安 運輸業 鳥取県
鳥取市南安長２－６２５
－１

523
ＬＯＶＥＲ　ｏｆ　ＮＡ
ＩＬＳ

生活関連サービ
ス・娯楽業

鳥取県
鳥取市弥生町３２３－１
ﾊﾟﾚｯﾄとっとり２Ｆ

http://hp.did.ne.jp/loverofnails/

524 ㈲しんせい 医療、福祉 鳥取県
鳥取市吉方温泉１－４５
５

525 地建開発㈲ 不動産業 鳥取県
鳥取市吉方温泉１－４５
５

526
㈱キューブ表面実装技術
研究所

製造業 鳥取県
鳥取市気高町新町２－５
２

http://www.cubesmt.com/

527
特定非営利活動法人さく
らんぼ

医療、福祉 鳥取県 鳥取市高住２８－１

528 イムラ精工㈲ 製造業 鳥取県 鳥取市布袋３６６－１

529
㈲ファッションクリーニ
ングいのうえ

生活関連サービ
ス・娯楽業

鳥取県
鳥取市湖山町北４－８０
４

530 ㈱ＬＡＳＳＩＣ 情報通信業 鳥取県
鳥取市若葉台南７－５－
１

http://www.lassic.co.jp/

531 ㈱ＣＦＳ　板前亭ちくま 飲食店、宿泊業 鳥取県 鳥取市叶１４８－９ http://www.c-f-s.jp

532
野田幸洋土地家屋調査士
事務所

サービス業（他に
分類されないも
の）

鳥取県
鳥取市松並町１－１４４
－６

http://noda-office.main.jp

533 ㈱ＦＰブレーン 金融・保険業 鳥取県 鳥取市興南町９５－３
534 ㈱ル・コションドール 製造業 鳥取県 鳥取市栄町４０１－１ http://www.cochondor.com

535 ㈱鳥取県庁食堂 飲食店、宿泊業 鳥取県 鳥取市東町１－２７１
536 ㈲仕出し鳥ケ島 製造業 鳥取県 鳥取市浜坂２６３－１
537 綜合印刷出版㈱ 製造業 鳥取県 鳥取市西町１－２１５

538 ㈱ナカニシ 飲食店、宿泊業 鳥取県
鳥取市福部町細川７２７
－２０

http://www4.ocn.ne.jp~amimoto/

539 ＪｕｎｋＹａｒｄ 卸売・小売業 鳥取県 鳥取市富安１－３３－１

540
清水カウンセリングルー
ム

専門・技術サー
ビス業

鳥取県
鳥取市富安２－１５１－
５　第１０ｶﾞｰﾃﾞﾝﾊｲﾂ５１
１号

http://www1.ocn.ne.jp/~smz-room/

541 ㈲オートメカサービス
専門・技術サー
ビス業

鳥取県
鳥取市湖山町西２－４５
６－２

542 松谷ポンプ㈱ 建設業 鳥取県 鳥取市千代水４－９３ http://www.matsutani-pump.co.jp/

543 サンワールドツアー㈱
生活関連サービ
ス・娯楽業

鳥取県 鳥取市西町１－１２０

544 ㈱情報サービス鳥取
サービス業（他に
分類されないも
の）

鳥取県
鳥取市富安１－７４－３
日段商事ﾋﾞﾙ３Ｆ

http://www.istori.jp

545
社会保険労務士ＭＯＹＯ
ＲＩＮＯ

専門・技術サー
ビス業

鳥取県
鳥取市瓦町１７２　サン
テラス１Ｆ

546 ㈲カーボディーオオタ
サービス業（他に
分類されないも
の）

鳥取県
鳥取市浜坂１－３２２－
１

547 ㈲一善や鳥取支店 製造業 鳥取県 鳥取市栗谷１０ http://www.ichizenya.jp/

548 ㈲モリモト興機 製造業 鳥取県
鳥取市気高町宝木１５６
２－１３０

http://morimotokouki.jp

549 ㈱Ｓ＆Ｓ
サービス業（他に
分類されないも
の）

鳥取県 鳥取市扇町３　２Ｆ

550
（財）鳥取市中小企業勤
労者福祉ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ

サービス業（他に
分類されないも
の）

鳥取県
鳥取市本町３－２０１
鳥取産業会館１Ｆ

551 ㈱バード保険事務所 金融・保険業 鳥取県 鳥取市西町５－１０１
552 ㈱東邦モーターパーツ 製造業 鳥取県 鳥取市叶１１４－１０

553 ㈲エスポアール 金融・保険業 鳥取県
鳥取市扇町１３０　TMKﾋﾞ
ﾙ３－１

554 ㈱清水 製造業 鳥取県 鳥取市古海５４２－１

555
カスタムショップガジロ
㈲

サービス業（他に
分類されないも
の）

鳥取県
鳥取市用瀬町鷹狩６５９
－３

556 ㈲サクセス 建設業 鳥取県
鳥取市若葉台南７－６－
１



557
社会福祉法人讃美会おれ
んじ湖山ディサービス

医療、福祉 鳥取県 鳥取市湖山町東４－５１

558 鳥取通信工業㈱ 建設業 鳥取県 鳥取市蔵田４５２

559 山名自動車工業
サービス業（他に
分類されないも
の）

鳥取県 鳥取市千代水１－１４８

560 鳥取県漁業協同組合本所
複合サービス事
業

鳥取県
鳥取市賀露町西４－１８
０６

561 ㈲平木電機産業 製造業 鳥取県
八頭郡八頭町大門１２－
２

562 ㈱ササヤマ 製造業 鳥取県 鳥取市千代水４－３６

563 ㈲エービーシープラザ 不動産業 鳥取県
鳥取市吉成２－１５－１
４

564 トータルテクノ㈱ 製造業 鳥取県
鳥取市若葉台南７－５－
１鳥取産業振興機構内

http://www.t-tc.co.jp

565 社会福祉法人やず 医療、福祉 鳥取県 八頭郡八頭町宮谷１２３ http://www.yazu-sukoyaka.or.jp

566 ㈱東陽 卸売・小売業 鳥取県
鳥取県鳥取市叶３１７－
１

567 ㈲キリン 建設業 鳥取県
鳥取県鳥取市吉方１２４
－１

568 ㈱アスカソーラー 卸売・小売業 鳥取県
鳥取県鳥取市立川町５－
７１－１３

http://www.askasolar.jp/

569 ㈱中井脩 卸売・小売業 鳥取県 鳥取県鳥取市栄町６２３ http://www.nakaishu.co.jp

570 ハロー保険㈱ 金融・保険業 鳥取県
鳥取県鳥取市片原２－１
０８　エステートビル

571 ㈲圓山組 建設業 鳥取県
鳥取県鳥取市福部町高江
４５－２

572 関西リース
サービス業（他に
分類されないも
の）

鳥取県
鳥取県鳥取市湖山町東１
－６４７－１８

573 太洋住研ホーロー㈱ 製造業 鳥取県
鳥取県鳥取市正蓮寺９８
－５

574 ㈲田畑商店 卸売・小売業 鳥取県 鳥取県鳥取市天神町６９

575 森澤設備㈲
電気・ガス・熱
供給・水道業

鳥取県
鳥取県鳥取市古海４５２
－２

576 ㈱アベ鳥取堂 製造業 鳥取県
鳥取県鳥取市富安２－２
８

http://www.abetori.co.jp

577 緑風園 建設業 鳥取県
鳥取県岩美郡岩美町岩井
２８０－７

578
ＲＯＯＴＳ　ＪＡＰＡＮ
㈱

製造業 鳥取県
鳥取県岩美郡岩美町浦富
９９１

579 井上エージェンシー㈲ 金融・保険業 鳥取県
鳥取県鳥取市南吉方２－
２３

580 ㈲キーワード
専門・技術サー
ビス業

鳥取県 鳥取県鳥取市若桜町３９ http://www.keyword-co.net

581 ㈲北村きのこ園 農業・林業 鳥取県
鳥取県八頭郡八頭町下野
７９４

http://www.kinoko.co.jp

582 加藤どうぶつ病院 医療、福祉 鳥取県
鳥取県鳥取市秋里１１６
８

583 ㈲よねむら硝子店 卸売・小売業 鳥取県
鳥取県鳥取市川端１－１
２０

http://www2.ocn.ne.jp/~y-galasu/

584 鳥取トヨペット㈱ 卸売・小売業 鳥取県 鳥取県鳥取市安長８５０ http://toyota-dealers.jp/16101/

585 ＴＲＥＡＳＵＲＥ 卸売・小売業 鳥取県 鳥取県鳥取市興南町４５

586 魚倉鮮魚店 卸売・小売業 鳥取県
鳥取県倉吉市八屋２１３
－３

587 ㈱昭和工業 建設業 鳥取県 鳥取県鳥取市安長２０６ http://shouwakougyo.co.jp

588 ㈱やず友和苑 医療、福祉 鳥取県
鳥取県八頭郡八頭町宮谷
２００－４

589 宮部建設㈲ 建設業 鳥取県
鳥取県鳥取市北園２－８
７

590 hair art　Ｃ．Ｎ．Ｐ
生活関連サービ
ス・娯楽業

鳥取県
鳥取県鳥取市正蓮寺３３
－５

591 澤田工業㈱ 製造業 鳥取県
鳥取県鳥取市用瀬町鷹狩
６６１－１

http://www.sawababy.com

592 ㈱富士ユニコン 卸売・小売業 鳥取県 鳥取県鳥取市布勢１０８ http://fujiunicon.com/



593 富士建設工業㈱ 建設業 鳥取県 鳥取県鳥取市布勢１０８

594 ㈲藤田仏具本店 卸売・小売業 鳥取県
鳥取県鳥取市二階町３－
２１６

http://www.fujitabutugu.jp

595 ㈱鳥取平版社 製造業 鳥取県
鳥取県鳥取市富安１－７
９

596 ㈲アトラス警備保障
サービス業（他に
分類されないも
の）

鳥取県
鳥取県東伯郡湯梨浜町は
わい長瀬２００８－１１

597 医療法人社団野津医院 医療、福祉 鳥取県
鳥取県鳥取市卯垣４－１
０１

598 メディクス㈲ 情報通信業 鳥取県 鳥取県鳥取市扇町７０ http://medixweb.jp

599 ㈲第一設備工業 建設業 鳥取県
鳥取県鳥取市商栄町１２
２－１

600 ＲＥＬＥ
生活関連サービ
ス・娯楽業

鳥取県
鳥取県鳥取市福部町海士
３１７－９

601 ㈲ロータス 飲食店、宿泊業 鳥取県
鳥取県鳥取市鹿野町今市
８

http://www.yumehiko.co.jp

602 ㈲八木谷生花店 卸売・小売業 鳥取県
鳥取県鳥取市国府町新町
２－２５６

603 ㈲ティーエムアール鳥取 卸売・小売業 鳥取県
鳥取県鳥取市吉成７３１
－１

604 ㈱アスコ
専門・技術サー
ビス業

鳥取県
鳥取県鳥取市南吉方１－
７３

http://www.asc-co.jp/

605 ㈲オーケーデザイン
専門・技術サー
ビス業

鳥取県
鳥取県鳥取市湖山町北４
－６６０

606
㈲タイヤステーションダ
ブリュー

卸売・小売業 鳥取県
鳥取県鳥取市南隈１５６
－１

607 ㈱ワイ・ビー 卸売・小売業 鳥取県
鳥取県鳥取市南隈１５２
－－２

608
サイトウコンサルタント
㈱

専門・技術サー
ビス業

鳥取県
鳥取県鳥取市千代水２－
１２１－２

http://saitocon.jp

609 曙工舎㈲
専門・技術サー
ビス業

鳥取県
鳥取県鳥取市千代水２－
１５１

http://akebono-k.jp

610 ㈱勝原製作所 製造業 鳥取県 鳥取県鳥取市南栄町２ http://www.katsuhara.co.jp

611 アーサー企画㈱ 不動産業 鳥取県
鳥取県鳥取市川端１－２
０６

http://arther-k.com

612 ㈲リフォームワン 建設業 鳥取県
鳥取県鳥取市川端１－２
０６

http://reform-o.kir.jp

613 大分からあげ　みのつ家 卸売・小売業 鳥取県
鳥取県鳥取市吉方温泉３
－１５１－３ｻﾝﾗｲﾌﾏﾝｼｮﾝ
102号

614 ㈱アール企画
専門・技術サー
ビス業

鳥取県
鳥取県鳥取市大覚寺１５
０－７８

615
農事組合法人　八頭船岡
農場

農業・林業 鳥取県
鳥取県八頭郡八頭町船岡
４５６－５

616 ㈲徳吉薬局 卸売・小売業 鳥取県
鳥取県鳥取市吉成南町１
－２７－９

617 ㈲アーサ
生活関連サービ
ス・娯楽業

鳥取県
鳥取県鳥取市寿町７３１
－７　ｽｶｲｺｰﾄｺﾄﾌﾞｷ２０１

http://hair-arsa.com

618 あおやサイエンス㈱ 製造業 鳥取県
鳥取県鳥取市青谷町善田
１－４

http://aoya.jp

619
㈱ニット工房鳥取　中部
事務所

製造業 鳥取県
鳥取県倉吉市鴨河内１７
０４

http://www.antai.co.jp

620 安泰ソーイング㈱ 製造業 鳥取県
鳥取県倉吉市鴨河内１７
０４

http://www.antai.co.jp

621 ㈲葡萄家 卸売・小売業 鳥取県
鳥取県鳥取市雲山１５４
－２６

622 ㈲夢屋 製造業 鳥取県
鳥取県八頭郡智頭町智頭
１５３４－７

623 山本メディック 製造業 鳥取県 鳥取県鳥取市興南町２４

624 ㈲浅田左官工業 建設業 鳥取県
鳥取県鳥取市津ノ井２５
５－１

625 グレース㈱ 卸売・小売業 鳥取県
鳥取県鳥取市徳尾１８９
－１



626 ㈱和架
専門・技術サー
ビス業

鳥取県
鳥取県鳥取市賀露町４０
４５－２

http://waka-hms.com/

627 ＴＥＮＧＯＫＵ 卸売・小売業 鳥取県
鳥取県鳥取市吉方温泉４
－７２５

628
ＬＩＬＹ　ＨＡＩＲ　Ｄ
ＥＳＩＧＮ

生活関連サービ
ス・娯楽業

鳥取県
鳥取県鳥取市大杙２０１
－１

http://lily-hair.net/

629 ㈲河原工業 建設業 鳥取県
鳥取県鳥取市河原町河原
８３－２

630 東洋交通施設㈱ 建設業 鳥取県
鳥取県鳥取市安長７８－
７

http://www.hal.ne.jp/~toyo-kt

631 ㈱モストブリスク 飲食店、宿泊業 鳥取県
鳥取県鳥取市桂木２５１
－１

632
㈱メディカルアートみや
わき

医療、福祉 鳥取県
鳥取県鳥取市丸山町２６
５

633 ㈲レーブ
生活関連サービ
ス・娯楽業

鳥取県 鳥取県鳥取市南隈４８０ http://revehair.jp

634 ㈱カーハウスプロテク
サービス業（他に
分類されないも
の）

鳥取県
鳥取県鳥取市千代水２－
１３９

635 ㈱ＲＡＳＰＡＣ 飲食店、宿泊業 鳥取県
鳥取県鳥取市南吉方２－
７５－４　ｾｼﾞｭｰﾙ南吉方
Ｂ－１０２

636 （有）サジ・アーツ
専門・技術サー
ビス業

鳥取県 米子市東福原３－１－３ http://www.thgi-arts.com

637 クープクレール
専門・技術サー
ビス業

鳥取県
米子市富士見町２－１３
４

http://www.coupeclair.com/

638 （医）野坂歯科医院 医療、福祉 鳥取県 米子市福市１７２５－１ http://nosakashikadental.com/

639
グローバルコンベンショ
ン(株)

専門・技術サー
ビス業

鳥取県 米子市下郷９８

640
ペットランド ジャスティ
ス

サービス業（他に
分類されないも
の）

鳥取県 米子市石州府１０－１

641 (株)松本油店 卸売・小売業 鳥取県
米子市流通町１５８－２
０

http://www.mabr.jp

642
(有)タイヤセンターナガ
ミ

卸売・小売業 鳥取県
米子市旗ケ崎６－１－３
８

643 マルコウ運輸(株) 運輸業 鳥取県 米子市高島２６６－１０ http://www6.ocn.ne.jp/~marukou/

644 （有）岡田商店 卸売・小売業 鳥取県 境港市幸神町353

645 （株）オーガナイズ
サービス業（他に
分類されないも
の）

鳥取県 米子市彦名町80-38 http://org-k.net/

646
有限会社　津和野自動車
工場

サービス業（他に
分類されないも
の）

島根県
鹿足郡津和野町後田ロ２
２－５

647 有限会社　大畑管工 製造業 島根県
益田市あけぼの西町２－
６

648 株式会社　ダサイ 製造業 島根県
江津市松川町下河戸１８
０－４

649 有限会社　オーリー 卸売業、小売業 島根県
松江市東津田町８０９－
１

http://www.ollee.jp/

650
有限会社　あべ未来研究
所

卸売業、小売業 島根県
雲南市大東町下佐世１０
０３－１６

http://abemirai.com/

651
株式会社　ゼンキンメタ
ル

製造業 島根県
雲南市木次町里方１０７
９－１

652 有限会社　いやタクシー 運輸業、郵便業 島根県
松江市東出雲町揖屋６１
１番地５

http://higashiizumokankou.jp/

653 株式会社　吉崎工務店 建設業 島根県
隠岐郡隠岐の島町東郷亀
尻５番地１

http://www.yoshizaki.co.jp/

654 株式会社　西食 製造業 島根県
隠岐郡西ノ島町大字裏郷
３３－１

655 有限会社　西ノ島電工 建設業 島根県
隠岐郡西ノ島町大字裏郷
３３－１

656
隠岐シーサイドホテル鶴
丸

宿泊業、飲食
サービス業

島根県
隠岐郡西ノ島町美田７７
１－１

http://www.oki-tsurumaru.jp/



657 西ノ島町商工会
サービス業（他に
分類されないも
の）

島根県
隠岐郡西ノ島町大字裏郷
６７７－１１

http://kuniga.shoko-shimane.or.jp/

658 ＬＩＴＴＬＥＴＯＬＬＹ
生活関連サービ
ス業、娯楽業

島根県 出雲市白枝町946-1-Ａ

659 株式会社島根日日新聞社 製造業 島根県 出雲市里方町544-1
660 アラム株式会社 建設業 島根県 出雲市西園町206-1

661 有限会社前田設計事務所
学術研究、専
門・技術サービ
ス業

島根県 出雲市斐川町学頭1531-4

662
㈱Bike　Shop　KINOSHITA
（キノシタ）

卸売・小売業 岡山県 岡山市中区雄町374-1 http://www13.ocn.ne.jp/~v.b.f/

663
酒井プランニング㈱（カ
フェ・ゼット）

飲食店、宿泊業 岡山県 岡山市南区浜野2-1-35 http://cafez.jp/

664 ㈱ベルコム 卸売・小売業 岡山県 岡山市南区郡2978 http://www.rakuten.co.jp/bouhan-kobo/

665
田中社会保険労務士事務
所

専門・技術サー
ビス業

岡山県 岡山市東区楢原207-1 http://www.tetsuyatanaka.com/

666 ㈱アイドットコム 情報通信業 岡山県 岡山市南区箕島758-6 http://office2-i.com/

667 ㈱鶴海モーター 卸売・小売業 岡山県 岡山市東区浅越757 http://www8.ocn.ne.jp/~tsurumi/index.html

668
㈱アリアホールディング
ス

生活関連サービ
ス・娯楽業

岡山県
岡山市北区本町8-15本町
プラザ2階

669
㈱ＧＲＡＮＤ　ＢＥＡＵ
ＴＹ（グランビュー
ティー）

生活関連サービ
ス・娯楽業

岡山県 岡山市北区原1072-3

670 ㈱三浦印刷所 製造業 岡山県 岡山市北区奥田1-4-7

671 ㈱マルミヤグループ 卸売・小売業 岡山県
岡山市北区問屋町12-106-
3階

672 ㈱タイムケア 医療、福祉 岡山県 岡山市中区神下127-5
673 (株)すえ木工 製造業 岡山県 津山市八出244-1 http://www.suemokko.co.jp/index.html

674 (株)光岡製作所 製造業 岡山県 津山市福力16

675
(株)アークコンサルタン
ト

専門・技術サー
ビス業

岡山県 津山市中北上1646 http://www.arkcon.net/index.html

676 (株)アポロ 金融・保険業 岡山県 津山市田町14

677 (株)鶴山観光ツーリスト
サービス業（他に
分類されないも
の）

岡山県 津山市田町14

678 (有)只友自動車
専門・技術サー
ビス業

岡山県 津山市中村304-4

679 (株)ＮＩＣＥ　ＯＮＥ 金融・保険業 岡山県 津山市北町43-1

680 ㈱ＳＴウェルド 建設業 広島県
広島市安佐北区深川8-11-
6

681 ㈲つかさランドリー
生活関連サービ
ス・娯楽業

広島県
広島市安佐北区可部5-7-
18

682 昭和産業㈱ 製造業 広島県 呉市広多賀谷3-4-5

683
色彩生活コーポレーショ
ン㈲

サービス業（他に
分類されないも
の）

広島県 広島市中区上幟町5-15 http://www.sikisai.jp

684 ㈱ユアーブリッジ 金融・保険業 広島県
広島市安佐南区祇園6-24-
5

685 ㈱坂急送 運輸業 広島県 広島市南区本浦町37-7

686 ㈱ベルアージュ 医療、福祉 広島県
広島市安芸区矢野東6-24-
3

http://www.holiscare.net/academy/

687 ㈲不二屋 卸売・小売業 広島県 呉市中央1-9-5 http://www.han-fujiya.com

688 呉ビール㈱ 飲食店、宿泊業 広島県
呉市中通1-1-2　ビュー
ポートくれ１Ｆ

http://www.kurebeer.com

689
社会福祉法人　政樹会
呉ベタニアホーム

医療、福祉 広島県 呉市本通4-3-21 http://ww7.enjoy.ne.jp/~bethany/

690
㈱日立システムズ中国支
社

専門・技術サー
ビス業

広島県 広島市中区上幟町3-33 http://www.hitachi-systems.com

691 ㈱双葉
サービス業（他に
分類されないも
の）

広島県 広島市西区山田町539 http://futabaunyu.com

692
学校法人　広島ＹＭＣＡ
学園

教育、学習支援
業

広島県 広島市中区八丁堀7-11 http://www.hymca.jp



693
㈱リビングコミュニケー
ションズ

サービス業（他に
分類されないも
の）

広島県
広島市中区鉄砲町5-16サ
ンケイビル４Ｆ

http://www.chusouken.co.jp/

694
社会福祉法人　広島ＹＭ
ＣＡ福祉会

医療、福祉 広島県 広島市中区八丁堀7-11 http://hymca.jp/hoiku/

695 ㈱広島リビング新聞社
サービス業（他に
分類されないも
の）

広島県
広島市中区鉄砲町5-16サ
ンケイビル４Ｆ

http://www.lico.co.jp

696 ドリームベット㈱ 製造業 広島県
広島市西区己斐本町3-12-
39

http://dreambed.jp

697
㈱トップコーポレーショ
ン

サービス業（他に
分類されないも
の）

広島県
広島市中区立町2-25　Ｉ
Ｇ石田学園ビル９Ｆ

http://www.top-c.co.jp

698
㈱レップコーポレーショ
ン

サービス業（他に
分類されないも
の）

広島県
広島市中区宝町1-15　宝
ビル７Ｆ-４

699 吉島合同事務所
専門・技術サー
ビス業

広島県
広島市中区羽衣町10-4高
橋ビル３Ｆ

700 キヨーニュー観光㈱
生活関連サービ
ス・娯楽業

広島県
広島市安佐北区可部７－
７－２０

http://www.kabe-bowl.com

701 西廻クリニック 医療、福祉 広島県
広島市安佐北区亀山2-6-
24

702 二村自動車㈱ 卸売・小売業 広島県
広島市安佐南区長楽寺1-
7-12

http://www.neos-group.co.jp

703 ㈱ネット・エックス 建設業 広島県 広島市西区南観音5-1-12

704
特定非営利活動法人　ひ
ろしまＮＰＯセンター

サービス業（他に
分類されないも
の）

広島県
広島市中区八丁堀3-1幟会
館２階

http://www.npoc.or.jp

705 第一設計㈱
専門・技術サー
ビス業

広島県 広島市安佐南区山本2-6-2

706
医療法人　社団　仁和会
児玉病院

医療、福祉 広島県
広島市安佐北区可部7-14-
39

http://www16.ocn.ne.jp/~kodamahp/

707
社会福祉法人　フェニッ
クス

医療、福祉 広島県
広島市安佐北区可部7-13-
15-1-7

http://www.kanbemura.jp

708 境谷工業㈱ 建設業 広島県
広島市安佐北区亀山9-35-
10

http://www.sakatanikk.co.jp

709 ㈲石田産業 卸売・小売業 広島県 広島市安佐北区可部4-4-7
710 宝電機商会 卸売・小売業 広島県 広島市安佐北区可部5-7-6
711 ㈱桐建築設計事務所 建設業 広島県 広島市西区庚午北1-15-22
712 ㈱リフォーム夢工房 建設業 広島県 広島市中区舟入南1-10-16 http://www1.megaegg.ne.jp/~yumereform/

713 ㈱竹野下組 建設業 広島県
広島市安佐北区可部3-38-
6

714 ㈱プリオテック 製造業 広島県
広島市中区国泰寺町1-10-
7

http://www.priortec.jp/

715 小規模多機能施設菜の花 医療、福祉 広島県
広島市安佐北区可部町南
原340-1

716
デイサービスセンター菜
の花

医療、福祉 広島県
広島市安佐北区可部4-21-
11

717 介護老人保健施設菜の花 医療、福祉 広島県
広島市安佐北区可部5-4-
19-10

718
訪問看護ステーション菜
の花

医療、福祉 広島県
広島市安佐北区可部5-4-
19-3

719
居宅介護支援センター菜
の花

医療、福祉 広島県
広島市安佐北区可部5-4-
24

720
訪問介護ステーション菜
の花

医療、福祉 広島県
広島市安佐北区可部5-4-
19-3

721 中央商工㈱
サービス業（他に
分類されないも
の）

広島県
広島市安佐北区可部2-38-
10山口ビル１Ｆ

722 ㈱ニュートン 金融・保険業 広島県
安芸郡府中町浜田1-3-16-
801

723 ㈱新和自動車
サービス業（他に
分類されないも
の）

広島県
東広島市黒瀬町南方1525-
1

http://www.bodyshop-shinwa.co.jp

724
㈱キャリアカレッジジャ
パン

教育、学習支援
業

広島県
広島市安佐南区八木1-15-
5

http://www.c-c-j.com



725 ㈱エコデザイン工房 建設業 広島県
広島市安佐南区沼田町伴
2025-1

http://www.eco-re.jp

726
富野機工㈱　東広島営業
所

サービス業（他に
分類されないも
の）

広島県 東広島市八本松町原2277 http://www.tominokikou.co.jp/

727
㈱ダイキエンジニアリン
グ

専門・技術サー
ビス業

広島県
呉市広白石2-7-5　ダイキ
ビル１Ｆ

http://www.dai-ki.co.jp/eng/

728 ㈱ルネサンス
専門・技術サー
ビス業

広島県
広島市東区若草町3-24-
101

http://www.renais.co.jp

729 ㈱トーキン 製造業 広島県 呉市仁方町2-1

730 ㈲広島米倉
生活関連サービ
ス・娯楽業

広島県
広島市中区基町6-78
リーガロイヤルホテル１
０階

731 ㈱エムセック
生活関連サービ
ス・娯楽業

広島県 三原市城町1-12-5 http://www.msec.co.jp/

732
医療法人社団　湧泉会
ひまわり歯科

医療、福祉 広島県
安芸郡海田町昭和中町2-
38

http://www.himawari-sika.com

733
スタジオアングルア
ミューズ

生活関連サービ
ス・娯楽業

広島県
広島市安芸区矢野西4-8-
27

http://www.s-angle.com

734 服部行政労務総合事務所
専門・技術サー
ビス業

広島県
三原市沼田東町末広315-
235

735 ㈱キヅナソフト 情報通信業 広島県
広島市中区大手町3-8-5
6F

736 ㈲梅田木型製作所 製造業 広島県
広島市安芸区船越南4-9-
30

737 ㈲ひらき組 建設業 広島県
広島市西区己斐大迫1-19-
4

738 ドック　ファンタジー
サービス業（他に
分類されないも
の）

広島県
広島市安佐南区東原2-6-
13

http://papillon.to/

739 ㈱パーソナルシステム 情報通信業 広島県 広島市中区紙屋町1-5-11 http://www.psys.co.jp

740 大保電業㈱ 建設業 広島県
広島市南区比治山本町14-
8

741 ふたばコンフェックス㈱ 卸売・小売業 広島県 広島市佐伯区石内上1-2-1

742 ㈱新星工業社
サービス業（他に
分類されないも
の）

広島県 広島市南区海岸3-8-60 http://www.shinseik.co.jp

743 ㈱第一三和電工 建設業 広島県 広島市佐伯区城山1-2-20

744 ㈱協同コンサルタント
専門・技術サー
ビス業

広島県
広島市安佐南区上安6-20-
4

745 ㈲巴屋 製造業 広島県 呉市中通4-8-19 http://www.tomoeya.info

746 小島米穀㈲ 卸売・小売業 広島県 呉市阿賀北8-16-24

747 ㈱△□○ 建設業 広島県
広島市安佐南区沼田町伴
3585-1

748 ㈱タケシタ 製造業 広島県 呉市音戸町早瀬1-50-5

749 桧﨑晶子税理士事務所
専門・技術サー
ビス業

広島県 安芸郡府中町浜田4-6-9

750
㈱アドバンステクノロ
ジー

情報通信業 広島県
広島市中区大手町3-8-1大
手町中央ビル7階

http://www.advtec.co.jp

751 ㈲林工業所 製造業 広島県
広島市安芸区瀬野町3089-
12

http://www.884.co.jp

752 川出経営コンサルタント
専門・技術サー
ビス業

広島県
広島市中区大手町1-1-26
大手町１番ビル506

753 ㈱テクノガイア
教育、学習支援
業

広島県
広島市西区庚午北3-1-2
3F

http://www.tecgaia.co.jp/

754
㈱広島ソフトウエアセン
ター

サービス業（他に
分類されないも
の）

広島県
広島市西区草津新町1-21-
35

http://www.h-sc.co.jp

755 ㈱ビジービー
教育、学習支援
業

広島県 広島市中区基町11-13

756
学校法人　石田学園　広
島経済大学

教育、学習支援
業

広島県
広島市安佐南区祇園5-37-
1

http://www.hue.ac.jp/

757 ㈲栄伸 建設業 広島県 広島市西区山田町32-45

758 南条工業㈱ 製造業 広島県
広島市安佐北区三入4-7-
43



759 ㈱ミックス
サービス業（他に
分類されないも
の）

広島県 広島市中区本川町2-6-3 http://www.mix-net.co.jp

760 あさぎり会計㈱
専門・技術サー
ビス業

広島県
広島市中区八丁堀7-2　広
島八丁堀72ビル　3F

761 出雲建設㈱ 建設業 広島県
東広島市黒瀬町楢原1100-
19

http://www.izumo-kk.co.jp

762 ＢＡＩＬＥ
生活関連サービ
ス・娯楽業

広島県 広島市西区横川町2-4-17

763 砂谷㈱ 製造業 広島県
広島市佐伯区湯来町大字
伏谷1321

764 ㈲協和製作所 製造業 広島県 広島市南区青崎2-8-2

765 ㈱コンセック 卸売・小売業 広島県
広島市西区商工センター
4-6-8

http://www.consec.co.jp

766 ㈱弘法 卸売・小売業 広島県 広島市中区千田町1-3-4 http://www.kobo-net.co.jp

767 伊都岐観光㈱ 飲食店、宿泊業 広島県 廿日市市宮島町345-1 http://www.iwaso.com/

768 ㈲アシスト
サービス業（他に
分類されないも
の）

広島県
広島市安佐南区祇園7-12-
31

769 広島駅弁当㈱ 製造業 広島県 広島市東区矢賀5-1-2 http://www.ekibento.co.jp/

770 ㈲ハナキ保険企画 金融・保険業 広島県
山県郡北広島町本地3104-
2

http://www.kanakihoken.com/

771 ㈲スマイル 医療、福祉 広島県 広島市西区井口明神2-8-4

772 ㈱匠 飲食店、宿泊業 広島県
広島市南区宇品西3-1-39-
1006

773 ㈱マエダハウジング 建設業 広島県 安芸郡府中町鶴江1-22-6

774 Turnel　hair
生活関連サービ
ス・娯楽業

広島県
広島市中区白島中町4-20-
1F

775 reguLAte 卸売・小売業 広島県
広島市中区本通マルミビ
ル102

776 ㈱ZEALAROUSE 飲食店、宿泊業 広島県 広島市中区袋町9-4

777 ㈱HIVEC
専門・技術サー
ビス業

広島県 東広島市西大沢2-1-21 http://www.hivec.com

778 菱光産業㈱ 卸売・小売業 広島県
広島市安佐南区山本2-12-
18

http://ryokosangyo.co.jp

779 巣守金属工業㈱ 製造業 広島県 広島市南区出島1-34-7 http://www.sumori-metal.com

780 ㈱吉村店内創美 建設業 広島県 呉市西中央5-10-3

781 ㈱セイワ技研 製造業 広島県
広島市佐伯区五日市町大
字上河内141-2

http://www.monoscore.net/

782
特機システム電機　株式
会社

卸売・小売業 山口県 下関市宝町5-1 http://www.tokkisys.co.jp

783 社会福祉法人　豊友会 医療、福祉 山口県
下関市豊田町大字中村
821-1

784 株式会社　平野鉄工所 製造業 山口県 下関市永田本町3-1-13

785
㈱テイケイエンジニアリ
ング

専門・技術サー
ビス業

山口県
下関市豊浦町大字川棚
7274-2

http://www.teikei.e-const.jp

786 ㈱ネクスト 医療、福祉 山口県 下関市吉母町610

787 ㈲加藤産業
サービス業（他に
分類されないも
の）

山口県 下関市田倉679

788 ㈲パイプライン
サービス業（他に
分類されないも
の）

山口県 下関市形山みどり町14-16 http://www.pipeline-web.com

789 山口県西部森林組合
複合サービス事
業

山口県
下関市豊田町大字中村
853-13

http://www.ywf.or.jp

790 瞬報社写真印刷㈱ 情報通信業 山口県 下関市長府扇町9-50 http://www.shumpou.co.jp

791 ㈱アカマ印刷 製造業 山口県 下関市長府扇町9-10 http://akama-p.com/index.htm

792 ㈱冷研 建設業 山口県 下関市長府扇町4-30
793 ㈲ビユーティモア 建設業 山口県 下関市長府扇町4-30 http://beauty-more-r.com

794 ㈱アネスト経営
サービス業（他に
分類されないも
の）

山口県
下関市秋根本町2-10-14ス
カイビル３Ｆ

http://th-kaikei.jp

795 ㈱セキュラ 卸売・小売業 山口県
下関市大和町1-2-8山口県
貿易ビル３Ｆ

http://www.seqra.com

796 アサトテックジャパン㈱ 製造業 山口県 下関市竹崎町2-12-4
797 神生産業㈱ 製造業 山口県 下関市王喜町5-3-50



798 ㈲吉田調剤薬局 卸売・小売業 山口県 下関市王司本町1-17-21
799 協同電機㈱ 建設業 山口県 下関市楠乃町2-438-4
800 紺箭銃砲火薬㈱ 卸売・小売業 山口県 下関市上田中町1-18-12
801 山口防災工業㈱ 建設業 山口県 下関市椋野町3-13-45 http://www.ybk.jp
802 特機システム電機㈱ 卸売・小売業 山口県 下関市宝町5-1 http://www.tokkisys.co.jp

803 ㈱ハートフーズ２１ 製造業 山口県 下関市彦島西山町4-11-27 http://www.heartfoods21.co.jp

804 ㈲肥塚水産 製造業 山口県 下関市彦島西山町4-12-15
805 岸鉱油㈱ 卸売・小売業 山口県 下関市東大和町1-4-1
806 ㈱ゼニス 製造業 山口県 下関市小月小島2-4-30 http://www.zenith-dream.jp

807 ㈲三木鉄工 製造業 山口県
下関市菊川町大字田部20-
1

http://www.miki-tk.com

808 ㈱ビジネスアシスト 情報通信業 山口県 下関市卸新町8-5 http://www.b-assist.co.jp

809
㈱オレンジコーポレー
ション

専門・技術サー
ビス業

山口県 宇部市今村南2-1-1 http://hair-azalea.com

810 ㈱ジー・ネットワークス 飲食店、宿泊業 山口県
山陽小野田市小野田バイ
パス

http://www.g-networks.jp

811 ㈱ナラブン 卸売・小売業 山口県 宇部市八王子1-39 http://www.narabun.co.jp/index.html

812
㈱ササキコーポレーショ
ン

卸売・小売業 山口県 宇部市南浜町2-7-21 http://www.sasaki-motors.co.jp/

813 ㈱はんど 卸売・小売業 山口県 宇部市小松原町2-10-24 http://www.ee-hand.com/

814 ㈱ホンダ販売小野田 卸売・小売業 山口県
山陽小野田市大字東高泊
2273-9

815 ㈲富田鉄工所 製造業 山口県 宇部市大字妻崎開作624-9

816 ㈱やなぎだ
専門・技術サー
ビス業

山口県 宇部市西梶返3-12-10 http://www.ube-yanagida.com

817 ㈱ヤナギヤ 卸売・小売業 山口県 宇部市大字善和189-18 http://www.ube-yanagiya.co.jp/

818 ㈱ワイネット 製造業 山口県 宇部市大字中野開作371 http://www.ynet-yamaguchi.co.jp

819 ㈱伊東工作所 卸売・小売業 山口県 宇部市恩田町1-1-12 http://itoukousakusyo.co.jp

820 ㈱宇部情報システム 製造業 山口県 宇部市相生町8-1 http://www.uis-inf.co.jp

821 ㈱宇部兵間仏閣堂 製造業 山口県
宇部市厚南区中野開作
241-7

http://www.ubehyoma.jp/

822 ㈱横山歯車 情報通信業 山口県 宇部市大字東須惠3901-4
823 常盤地下工業㈱ 建設業 山口県 宇部市大字西岐波4374-1 http://www.tokiwack.co.jp

824 ㈱共営社 卸売・小売業 山口県 宇部市寿町2-4-24 http://www.kyoeisha-campus.co.jp

825 ㈱国際
サービス業（他に
分類されないも
の）

山口県 宇部市恩田町5-12-27

826 ㈱三ツ輪モータース
サービス業（他に
分類されないも
の）

山口県 宇部市東梶返4-7-20

827 ㈱山口茶業 製造業 山口県 宇部市小野櫟原152-13 http://www.onocha.com

828 ㈱山広電設 建設業 山口県 宇部市大字末信279
829 ㈱松本電気商会 建設業 山口県 宇部市明神町3-4-3 http://www.matsu-dk.com/

830 comodo rupo
専門・技術サー
ビス業

山口県
宇部市西宇部南2-12-41-
103

http://www.comodo-rupo.com

831 ㈱創舎 製造業 山口県
宇部市大字西岐波1173-
171

http://www.sosha.co.jp/

832 ㈱インテリア紅葉 建設業 山口県
宇部市大字中山字新堀
1138-1

http://interior-koyo.com

833 ㈲レディス・ベガ 製造業 山口県 山口市佐山2754-6
834 ㈲美工 建設業 山口県 山口市小郡上郷1497-5
835 ㈲防府サービス運送 運輸業 山口県 防府市大字植松1355-1

836 ㈲ﾌﾞﾗｲﾀﾞﾙｷﾞｬﾗﾘｰ　鈴乃屋
サービス業（他に
分類されないも
の）

山口県 防府市三田尻1-6-6 http://bridal-suzunoya.jp

837 萩ビルメンテナンス㈲
サービス業（他に
分類されないも
の）

山口県 萩市大字椿1157-2

838 三共ピアノ運送㈱ 運輸業 山口県 山口市小郡上郷3550 http://www.sankyou-p.co.jp

839 司法書士法人　みらい
サービス業（他に
分類されないも
の）

山口県 周南市岐南町8-31 http://www.sihou-mirai.jp

840 協和工業（株） 製造業 山口県 周南市住崎町13-25 http://www.kyowa-ind.com

841 （有）管文具店 卸売・小売業 山口県 周南市河東町9-12 http://www.kan.shop-site.jp

842 周南システム産業(株) 建設業 山口県 周南市江口1-1-1 http://www.syunan.co.jp

843 静峰興産(株) 運輸業 山口県 周南市中央町2-3 http://www.seihou-net.con



844 (株)メガパワージャパン
専門・技術サー
ビス業

山口県 周南市中央町2-3

845
(有)アーティマックス
ジャパン

生活関連サービ
ス・娯楽業

山口県 周南市中央町2-3

846
(株)ウィルコーポレー
ション

不動産業 山口県 周南市中央町2-8

847 (株)ＩＭＳ 卸売・小売業 山口県 周南市櫛ヶ浜134-5 http://www.car-ims.com

848 新栄ケミカル(株) 製造業 山口県 下松市東豊井900-7
849 新栄テクノ(株) 製造業 山口県 下松市東豊井900-7

850 ㈲ヘアースパイス
生活関連サービ
ス・娯楽業

鳥取県
鳥取市松並町２－５３６
－１

851 ㈱ＤＡＲＡＺ
不動産業・イベ
ント企画

鳥取県 米子市法勝寺町70 http://daraz.info/

852
特別養護老人ホーム　明
翔苑

医療・福祉 島根県
松江市西浜佐陀町１３９
９－３４

853 株式会社　沼田米穀店 卸売業、小売業 島根県
松江市東出雲町揖屋１１
４６－２

http://ichiba.geocities.jp/okome_numata/

854
介護老人保健施設　ケア
センター千鳥

医療・福祉 島根県
松江市東出雲町揖屋１１
９６

855 丸高工業株式会社 製造業 島根県
松江市東出雲町下意東１
５２４番地１

http://www.marutaka50.co.jp/

856 有限会社　根っこや
宿泊業、飲食
サービス業

島根県
松江市東出雲町揖屋２２
９９－４

http://www.nekkogroup.com/

857 株式会社　フクテコ 製造業 島根県
松江市東出雲町下意東１
６３４－１

http://www.fukuteko.jp/

858
丸藤伸興アゴおばさん弁
当有限会社

宿泊業、飲食
サービス業

島根県
松江市乃木福富町７３５
－１７５

http://agoben.com/

859 島根県火災共済協同組合 金融業、保険業 島根県 松江市母衣町５５番地４ http://www.kenkasai.jp/

860 有限会社　松江第一部品
サービス業（他に
分類されないも
の）

島根県
松江市宍道町上来待２０
４０

861
松江広域再生資源協同組
合

サービス業（他に
分類されないも
の）

島根県
松江市西持田町６４１番
地１

862 有限会社　吉川工務店 建設業 島根県
仁多郡奥出雲町大馬木１
３８６

863 有限会社　サンワーク 建設業 島根県
松江市美保関町七類６０
－２

864 インザスカイ株式会社
サービス業（他に
分類されないも
の）

島根県 江津市浅利町１３０－８ http://www.yama-sei.net/

865
トップ金属工業株式会社
江津工場

製造業 島根県
江津市松川町上河戸３９
０－１９

http://www.topdie.co.jp/

866 ネイルサロン　ミュー
生活関連サービ
ス業、娯楽業

島根県
松江市千鳥町３０　ホテ
ル一畑１Ｆ

867
マルシェマシナリー株式
会社

製造業 島根県
松江市東出雲町揖屋２２
９９－４

http://www.marche-machinery.com/

868
株式会社出雲高等自動車
教習所

教育、学習支援
業

島根県 出雲市上塩冶町2486

869 有限会社ノワール
生活関連サービ
ス業、娯楽業

島根県 出雲市大社町入南1369-13

870 昭和開発工業株式会社 建設業 島根県 出雲市西郷町334番地1

871
有限会社三幸　さくらん
ぼ

医療・福祉 島根県 出雲市斐川町今在家403-1

872 有限会社タナベ
生活関連サービ
ス業、娯楽業

島根県 出雲市斐川町荘原353-7

873 株式会社桃翆園 製造業 島根県 出雲市斐川町上直江1482

874 エステサロン　PURLY
生活関連サービ
ス業、娯楽業

島根県
出雲市大津朝倉1-4-17
ﾋﾞｭｰﾃｨｰﾓｰﾙｻｽｹ2F

875 ㈲高橋工務店 建設業 島根県 出雲市斐川町荘原3968
876 ㈱三原組 建設業 島根県 出雲市佐田町反辺230-3

877
湯の川温泉有限責任事業
組合

宿泊業、飲食
サービス業

島根県 出雲市斐川町学頭1369



878 ㈲岡オート商会
サービス業（他に
分類されないも
の）

岡山県 岡山市北区吉備津271-1 http://oka-auto.jp/

879 ㈱板坂林業 農業・林業 岡山県 美作市豊国原981-7 http://www9.plala.or.jp/itasaka-ringyo/

880 Greens（グリーンズ）
生活関連サービ
ス・娯楽業

岡山県
岡山市北区奥田本町23-
26-103

http://www.greens-hair.com/

881
小規模多機能型居宅介護
事業所みんなの家ななく
さ

医療、福祉 岡山県 岡山市北区西崎本町1-7 http://minnanoie.org/

882 ㈱シェアードバリュー 情報通信業 岡山県 岡山市北区奉還町2-5-15 http://www.shdvalue.com/

883
㈱World　Wide　System
（ワールドワイドシステ
ム）

情報通信業 岡山県
岡山市北区大内田675岡山
県産業情報センタービル

http://www.ww-system.com/

884 ㈱山研社 卸売・小売業 岡山県 岡山市北区西崎2-1-5 http://pal.3kensya.co.jp/

885 ㈲岡山ネジ製作所 製造業 岡山県 倉敷市栗坂810-11 http://www.dab.hi-ho.ne.jp/okaneji/

886 ゆかり整骨院 医療、福祉 岡山県 岡山市南区松浜町14-15 http://yukari-seikotsu.com/

887 ㈱ARTEMIC
生活関連サービ
ス・娯楽業

岡山県 岡山市中区倉田663-1

888 （株）末田 製造業 岡山県 津山市河面790-1 http://www6.ocn.ne.jp/~sueda/kaisya/kaisya-index.html

889 （株）津山医研 医療、福祉 岡山県 津山市山北636-2
890 （株）末田工業所 製造業 岡山県 津山市川崎541
891 （株）鳳凰 卸売・小売業 鳥取県 鳥取市商栄町160-6

892 （株）綜合企画
専門・技術サー
ビス業

岡山県 津山市椿高下108-1

893 （株）津山木材センター 卸売・小売業 岡山県 津山市一方146
894 岡山電気工事（株） 建設業 岡山県 津山市勝部1704-10
895 アクエス（株） 製造業 岡山県 津山市高野山西478-3 http://www.rakuten.co.jp/aidoll/info.html

896
アールビーシーコンサル
タント（株）

サービス業（他に
分類されないも
の）

岡山県 津山市高野山西478-3 http://www.rbc-kk.co.jp/index.html

897 福井印刷（株） 製造業 岡山県 津山市高野山西2115-18 http://www.fukui-insatu.co.jp/

898
（有）ファッションヘ
アーミナト

生活関連サービ
ス・娯楽業

岡山県 津山市河辺728-6

899 （有）安藤石油店 卸売・小売業 岡山県 津山市三浦288-1

900
㈱ユーミックプロデュー
ス

サービス業（他に
分類されないも
の）

広島県
広島市中区国泰寺町1-8-
14

http://www.humic.jp

901 BODY＋五日市駅前店
サービス業（他に
分類されないも
の）

広島県
広島市佐伯区五日市駅前
1-10-1　2F

902 ㈲ヘアースタジオ・エス
生活関連サービ
ス・娯楽業

広島県 広島市南区西旭町14-24 http://www.tef2.com/index.html

903
学校法人　難波学園　さ
ざなみの森

教育、学習支援
業

広島県 東広島市西条町寺家261 http://www.i-sazanami.net

904 ㈱ショウイエ
専門・技術サー
ビス業

広島県 広島市西区三篠町2-5-18 http://k-shouei.co.jp/

905 西川建材工業㈱ 建設業 広島県 竹原市新庄町25 http://www10.ocn.ne.jp/~smile-24/

906 ㈱ＳＰパートナーズ 建設業 広島県
広島市中区広瀬北町4-18
諏訪ビル1F

907
一般社団法人　もみのき
会

医療、福祉 広島県
広島市佐伯区隅の浜2-5-
17-504

http://www.mominoki-hoikuen.com

908 ㈲ｅ－会計
専門・技術サー
ビス業

広島県 安芸郡府中町浜田4-6-9 http://tkcnf.com/hirano/pc/

909 飛企画 情報通信業 広島県
広島市東区矢賀新町1-4-
17

http://www.tobi-kikaku.jp/

910
税理士法人　広島パート
ナーズ

専門・技術サー
ビス業

広島県
広島市南区比治山町2-5
住宅生協比治山ビル3階

http://www.isihara-office.com

911 日の丸交通㈱ 運輸業 広島県
広島市安佐南区大町東4-
10-37

912 田室自動車工業㈲
サービス業（他に
分類されないも
の）

広島県
広島市安佐南区長束6-10-
22

913 山陽通信工業㈱ 建設業 広島県 広島市西区三篠町2-13-32

914
㈱フレックス　フレック
スギャラリー広島店

卸売・小売業 広島県
広島市南区宇品海岸3-12-
38

http://flex-g.com/



915 光栄電工㈱ 建設業 広島県 三次市三次町46-6

916 東洋リフト製造㈱ 建設業 広島県
広島市安佐南区沼田町伴
2220-1

http://www.toyolift.co.jp

917 ㈱光文堂 製造業 広島県 呉市川尻町東3-10-45 http://corp.koubundo.co.jp/

918 日産興業㈱
専門・技術サー
ビス業

広島県 三原市古浜1-2-20

919 丸繊㈱ 製造業 広島県
東広島市西条町寺家7082-
2

920 ㈱アクシア
教育、学習支援
業

広島県 広島市南区翠1-2-28

921 ㈲共伸家具製作所 製造業 広島県 廿日市市木材港北7-20 http://kyoushinkagu.co.jp

922 ㈱クラウディア 卸売・小売業 広島県 安芸郡府中町青崎南8-17 http://www.claudia.ne.jp

923
イタリアン　レストラン
アレックス

飲食店、宿泊業 広島県
広島市安佐南区緑井6-21-
1　プローバ３Ｆ

http://alexhiroshima.web.fc2.com/index.htm

924 アンデックス㈱ 製造業 広島県 尾道市東尾道15-29 http://www.andex.co.jp

925 第一タクシー㈱ 運輸業 広島県
広島市安佐南区相田2-5-
18

http://www.daiichi-taxi.com

926 ㈱サロン・ド・ヒロ
生活関連サービ
ス・娯楽業

広島県 広島市西区庚午北3-7-16 http://www.suns-hair.jp

927 ㈱ルネティルタ
生活関連サービ
ス・娯楽業

広島県
広島市佐伯区五日市駅前
1-13-4五日市駅東ビル2Ｆ

http://www.runetirtha.com

928 丸三タクシー㈱ 運輸業 広島県 広島市南区出島2-21-8
929 ㈱ベストカーヤマナカ 卸売・小売業 広島県 廿日市市宮内382 http://www.bestcar.co.jp

930 中神自動車工業㈱ 製造業 広島県
東広島市志和町志和堀
4186-7

http://www.nakagami.biz

931 ㈱ＷＯＯＤＹ 製造業 広島県 廿日市市大野原3-6-51 http://woody-craft.com

932 ㈱東広島タクシー 運輸業 広島県
東広島市西条町御薗宇
3387

http://www.e-taxi.co.jp

933 ジイ・システム㈲ 製造業 広島県 広島市安佐南区長束5-8-9
934 ㈱エムオート 卸売・小売業 広島県 広島市南区霞2-9-2 http://www.m-auto.co.jp

935 ㈱タマル 卸売・小売業 広島県 広島市南区猿猴橋町6-20 http://www.kktamaru.com

936 ㈱テクノクラーツ
専門・技術サー
ビス業

広島県 広島市南区的場町1-5-5 http://www.technocrats.co.jp

937 ㈱Ｓｗｅｅｔ　Ｄ 製造業 広島県
広島市安佐南区西原9-4-
21-2

http://www.sweetd-life.com

938
㈱ヒューマンリソースマ
ネジメント

情報通信業 広島県
広島市中区大手町2-1-4
広島本通マークビル８Ｆ

http://www.hrm-ltd.co.jp/

939
㈱ビジネススマートソ
リューション

情報通信業 広島県 広島市西区大芝1-19-19

940 あさがお司法書士事務所
専門・技術サー
ビス業

広島県
広島市西区井口1-3-54
かなやまビル1階

http://www.asagao-avenue.com

941 ㈱ディーフィールド 卸売・小売業 広島県
福山市新市町大字戸手15-
5

http://www.d-field-ltd.com

942 岡田商事㈲ 卸売・小売業 広島県 三原市港町1-5-15 http://www.okakura78.jp

943
㈱森戸コンサルタントグ
ループ

専門・技術サー
ビス業

広島県 広島市中区鉄砲町7-8-5F http://www.m-cg.co.jp/

944
㈱サンテ（カーブス広島
八丁堀）

生活関連サービ
ス・娯楽業

広島県 広島市中区八丁堀6-7 http://www.curves.co.jp

945 ㈱広島農産食品 製造業 広島県 福山市箕沖町47番地

946 ㈱鼓夢
専門・技術サー
ビス業

広島県
広島市中区本川町2-6-7相
生橋ビル４Ｆ

947 ㈱はっけん
生活関連サービ
ス・娯楽業

広島県 福山市三之丸町11-14 http://hakken.co.jp

948 ㈱ハイランドハウス 建設業 広島県
広島市安佐南区山本1-18-
23

http://www.highlandhouse.co.jp

949 ㈱リマックプラス 金融・保険業 広島県 広島市中区西平塚2-16

950
ふれあい経営法務行政書
士事務所

専門・技術サー
ビス業

広島県
広島市西区横川町2-3-22
２Ｆ

http://www.hureaiinyokogawa.com/gyouseisyosi/index.html

951 ㈱アクティブ 建設業 広島県 福山市曙町5-4-30 http://www.active-com.jp

952 ㈱ハーツ 卸売・小売業 広島県
広島市佐伯区五日市町石
内3992

http://cg-hearts.com/

953 共立工業㈱ 製造業 広島県 廿日市市木材港北13-1



954 ㈱アシスト
サービス業（他に
分類されないも
の）

広島県 広島市中区大手町3-13-18 http://assistinc.co.jp

955 ㈱eco－Life 卸売・小売業 広島県
広島市南区出島1-4-10
２Ｆ

956 クリエイティブサポート
専門・技術サー
ビス業

広島県
広島市中区大手町2-7-3
原田ビル4F

957 ㈲トルースワン 卸売・小売業 広島県 広島市南区段原南2-4-23 http://truthone.jp

958 ㈱B＆E
生活関連サービ
ス・娯楽業

広島県
東広島市西条町下見4362-
1-107

959 弁護士法人　あすか
専門・技術サー
ビス業

広島県
広島市中区上八丁堀4-1
アーバンビューグランド
タワー10階

http://asuka88.jp

960
㈱ニューズアンドコミュ
ニケーションズ

サービス業（他に
分類されないも
の）

広島県
広島市中区富士見町4-17-
1301

961 インフォライズン㈱ 情報通信業 広島県 広島市中区橋本町6-14 http://inforizon.jp

962 葵エンジニアリング㈱
専門・技術サー
ビス業

広島県
広島市東区二葉の里1-4-
15

http://www.aoieg.co.jp

963
フクシマ社会保険労務士
法人

専門・技術サー
ビス業

広島県
広島市中区十日市町1-1-9
相生通り鷹匠ビル2階

http://www.ijnij-fuku.jp

964 河野農園 農業・林業 広島県
広島市安佐南区伴東1-3-
13-9-207

965 ㈲カサミ工業 製造業 広島県 安芸郡坂町北新地1-4-99 http://www.kasami.com

966 ㈲広整備工業
サービス業（他に
分類されないも
の）

広島県 呉市広横路1-3-31

967 ㈲野呂山タクシー 運輸業 広島県 呉市川尻町西2-18-19

968 ㈲美容室　華
生活関連サービ
ス・娯楽業

広島県 福山市松永町4-9-13 http://hana-co.jp/

969 ㈲エイジ
生活関連サービ
ス・娯楽業

広島県
広島市安佐南区山本1-13-
35-501

http://www.prosol.co.jp

970
㈱アイエスエフネット 広
島支店

情報通信業 広島県
広島市中区銀山町3-1　ひ
ろしまハイビル21　4階

http://www.isfnet.co.jp

971
セブンイレブン広島　舟
入南3丁目店

卸売・小売業 広島県 広島市中区舟入南3-13-25

972 ㈱イケマサ 建設業 広島県 広島市西区庚午中3-12-17 http://www.ikemasa.co.jp

973 ボディーアルファー㈱ 医療、福祉 広島県
広島市安佐北区可部7-9-
13-101

974 ㈱ヤマワ 卸売・小売業 広島県
福山市新市町大字戸手
111-4

http://www.yamawa-co.jp/

975 ㈲エヌ・アルファ
サービス業（他に
分類されないも
の）

山口県 下関市川中豊町2-7-10 http://www.geocities.jp/xwmxf712/

976 ㈱フクシン 製造業 山口県 下関市筋川町23-2
977 勝野自動車㈱ 卸売・小売業 山口県 下関市汐入町4-3
978 ㈱山陽工作所 製造業 山口県 下関市長府扇町3-33 http://www3.ocn.ne.jp/~sanyo539/

979 ㈱空調サービス 建設業 山口県 下関市長府扇町13-17 http://www.kucho.jp

980 サンデン広告㈱
専門・技術サー
ビス業

山口県 下関市大坪本町25-33 http://www.sanden-ad.jp

981 ㈱大明工業 製造業 山口県 下関市彦島江の浦町6-8-8 http://taimei-industry.com

982 ㈱ダイフク 製造業 山口県 下関市彦島西山町5-9-48 http://www.daifuku.net/

983 ナイガイ建装㈲ 建設業 山口県 下関市伊倉本町2-33
984 ㈱メイク機材 卸売・小売業 山口県 下関市生野町2-28-16

985
㈱コミュニティエフエム
下関

情報通信業 山口県 下関市上田中町2-5-2 http://www.c-fm.co.jp

986 医療法人松永会松永医院 医療、福祉 山口県 下関市長府中浜町2-5 http://www.amita.ne.jp/matsunaga

987 老人保健施設アイユウ 医療、福祉 山口県 下関市長府金屋浜町1-5
988 ㈱ニシエフ 製造業 山口県 下関市豊北大字粟野4238 http://www.nishi-f.co.jp

989 ㈱ムサシ機電 製造業 山口県
下関市豊浦町大字吉永
1245-2

990 ㈱ケーアンドエム
サービス業（他に
分類されないも
の）

山口県 下関市富任町1-4-3 http://www.dog-friendly.co.jp

991
サン電子工業㈱　下関工
場

製造業 山口県 下関市大字石原神岡168 http://www.sunelec.co.jp



992 ㈲エイ・エムディー
生活関連サービ
ス・娯楽業

山口県 下関市秋根南町2-7-11 http://amusement-d.co.jp/

993 ㈱コトウ 卸売・小売業 山口県 下関市細江町1-7-8 http://eee-koto.com
994 ㈱ライフネット 運輸業 山口県 下関市一の宮卸本町3-8
995 ㈲海転からと市場寿司 飲食店、宿泊業 山口県 下関市唐戸町5-50 http://www.kaitenkaratoichibazusi.com

996 アロー印刷㈱ 製造業 山口県 下関市卸新町10-3 http://www.arr.co.jp/arrow/

997 東洋エス・イー㈱ 製造業 山口県 下関市大和町1-11-13 http://www.to-yose.co.jp

998 ㈲チェレスティアーレ 情報通信業 山口県
下関市長府松小田中町2-
13

http://celestiale.net

999 前田機工㈱ 卸売・小売業 山口県 下関市卸新町10-5 http://www.maedakiko.com

1000 大日本パール工業㈱ 製造業 山口県 下関市彦島塩浜町2-1-6

1001 下関ビルサービス㈱
サービス業（他に
分類されないも
の）

山口県 下関市上田中町1-9-3

1002 株式会社　草川建設 建設業 山口県
山陽小野田市大字西高泊
1245-5

1003 有限会社　草川工作所 建設業 山口県
山陽小野田市大字西高泊
1245-5

1004 株式会社　大和建設 建設業 山口県 美祢市大嶺町東分1348-4 http://www.ymg.urban.ne.jp/home/daiwa001/

1005 株式会社　中央サービス
サービス業（他に
分類されないも
の）

山口県 宇部市妻崎開作551-2 http://www.chuohservice.co.jp

1006 株式会社　鶴谷秀電社 建設業 山口県 宇部市東琴芝1-1-46
1007 株式会社　唐下水産 卸売・小売業 山口県 宇部市港町2-5263-10
1008 株式会社　東商店 卸売・小売業 山口県 宇部市文京町8-14 http://www.azuma-food.jp/

1009 株式会社　藤井電業社 建設業 山口県 宇部市小松原町2-6-2 http://www.f-den.co.jp

1010 株式会社　内藤工業所 建設業 山口県 宇部市大字木田614-1 http://www.naito-kogyosho.co.jp

1011 株式会社　白清社
サービス業（他に
分類されないも
の）

山口県
宇部市大字東岐波字大石
1697

http://www.ube-hakuseisya.com/

1012
株式会社　防長スイミン
グサークル

教育、学習支援
業

山口県 宇部市西宇部北7-14-11-2 http://www7.ocn.ne.jp/~bochosc/

1013 株式会社　優美
サービス業（他に
分類されないも
の）

山口県 山陽小野田市山川783-3 http://www.bridal-yumi.com

1014 （社）むべの里 医療、福祉 山口県 宇部市大字東須惠 http://www.mubenosato.com

1015
（社会福祉法人）同朋福
祉会

医療、福祉 山口県 美祢市於福町4017-1 http://f-doho.com/minori/index.html

1016
（特定非営利活動法人）
ライフワーク支援機構

教育、学習支援
業

山口県 宇部市新天町1-3-5 http://www.lifework.co.jp

1017 有限会社　Ａ－１
教育、学習支援
業

山口県 山陽小野田市港町1-10

1018 有限会社　ササキ興業 運輸業 山口県 宇部市大字善和355-48 http://www.sasakikogyou.co.jp

1019
有限会社　ジェイ・ティ
システム

運輸業 山口県
宇部市大字西岐波大沢
4469-5

1020 有限会社　セキュア２４
サービス業（他に
分類されないも
の）

山口県 宇部市芝中町1-25 http://www.secunet.co.jp/

1021 有限会社　トラステック 情報通信業 山口県 宇部市松島町17-3 http://www.trus-tech.com

1022 有限会社　にいや 卸売・小売業 山口県 宇部市床波2-8-15 http://www.niiya-net.com/

1023
有限会社　ネットワーク
システム

情報通信業 山口県 宇部市鵜ノ島町7-28 http://newstyle-elf.com

1024
有限会社　ビューティ・
サロンシスター

サービス業（他に
分類されないも
の）

山口県 宇部市浜町1-12-3

1025 土井化工　株式会社 製造業 山口県
山陽小野田市大字東高泊
2367-18

http://www.doikakou.com/

1026 株式会社　東和商会 製造業 山口県 宇部市大字妻崎開作799-1 http://www.azuma-food.jp/

1027 有限会社　クニモト 卸売・小売業 山口県 宇部市松山町4-10-17 http://kunimoto-motors.jp

1028 松月堂製パン　株式会社 製造業 山口県 宇部市今村北4-25-1

1029
有限会社　浜田歯切工作
所

製造業 山口県
宇部市大字東岐波鍬ケ石
678-4

1030 有限会社　菅野工業所 建設業 山口県 宇部市東新川町7-6 http://www.suganokogyosyo.com

1031 有限会社　ＭＩＧ 製造業 山口県 宇部市東見初町1-15
1032 中村建設　株式会社 建設業 山口県 宇部市大字中山1115-10 http://www.nakamura-k.jp



1033 ㈱こすもす開発
サービス業（他に
分類されないも
の）

山口県 山口市朝倉町2-3 http://cosmosfune.co.jp

1034 ㈲山野タクシー 運輸業 山口県 山口市朝倉町2-3 http://yamataku.in

1035 ㈱こすもす
サービス業（他に
分類されないも
の）

山口県 山口市朝倉町2-3 http://cosmosfune.co.jp

1036 山口交通㈱ 運輸業 山口県
山口市大字長野字小原
1545-1

http://yamataku.in

1037 日の丸タクシー㈱ 運輸業 山口県 防府市大字浜方字古浜55 http://hofu-hinomarutaxi.com

1038 ㈱山口県高等自動車学校
教育、学習支援
業

山口県 防府市大字浜方53 http://kotods.com

1039 ㈲加賀メディカル 卸売・小売業 山口県 防府市佐波2-10-12
1040 ミツヰ工業㈲ 建設業 山口県 防府市鞠生町1-1

1041 ㈲愛の里
サービス業（他に
分類されないも
の）

山口県 防府市大字佐野1251-1

1042 ㈱カンダ
専門・技術サー
ビス業

山口県 防府市宮市町10-52

1043 神田　義満
専門・技術サー
ビス業

山口県 防府市宮市町10-52

1044 ㈲カンテック
専門・技術サー
ビス業

山口県 防府市宮市町10-52

1045 (株)サンテック 建設業 山口県 周南市江口2-1-17 http://www.ymg-suntech.co.jp

1046 富士工業(株) 建設業 山口県 周南市大字栗屋819-4

1047 日進工業(株)
専門・技術サー
ビス業

山口県 下松市大字平田443 http://www.nissink.co.jp

1048
学校法人　山口県桜ヶ丘
学園

教育、学習支援
業

山口県 周南市大字徳山5626-1 http://www.ｙ-sakuragaoka.ed.jp

1049 (株)ＳＡＦＡＲＩ 卸売・小売業 山口県 下松市瑞穂町3-5-1 http://www.safari-ext.com

1050 徳山興産(株) 製造業 山口県 周南市栄町2-3 http://www.ｔkosan.co.jp

1051 HAIR　SHOP　CoCoColor
生活関連サービ
ス・娯楽業

山口県 下松市望町2-1-11-101

1052 赤坂印刷(株) 製造業 山口県
周南市大字馬神字松川
854-1

http://www.akasaka-print.co.jp

1053 関西化研工業(株) 製造業 山口県 周南市大字栗屋1035-5 http://www.kanasaken.co.jp

1054 (株)ヒロスイ 卸売・小売業 山口県 周南市櫛ヶ浜南浜242-96
1055 (有)動生 製造業 山口県 周南市毛利町3-40
1056 共同産業(株) 建設業 山口県 周南市高瀬458
1057 (株)古無新 建設業 山口県 周南市毛利町3-40

1058 (株)ラドル
サービス業（他に
分類されないも
の）

山口県 周南市毛利町3-40

1059 (株)トモタ
サービス業（他に
分類されないも
の）

山口県 周南市新田2-6-1 http://www.ccsnet.ne.jp/~kktomota/

1060 (有）岩崎塗装店 建設業 鳥取県 米子市博労町１－８

1061 カフェレストランBIKAI 飲食店、宿泊業 鳥取県
西伯郡大山町富長１５９
－１

1062 (株）松和建設 建設業 鳥取県
米子市車尾５丁目４番１
９号

http//matsuya-reform.com

1063 ナワタ不動産（株） 不動産業 鳥取県
米子市上福原２－１－６
５

1064 （株）カイシン 医療、福祉 鳥取県
米子市皆生温泉２－８－
１１

1065
株式会社　松文オフテッ
ク

卸売業、小売業 島根県 松江市苧町６番地 http://www.matsubun-otc.co.jp/

1066 株式会社　ふくしま 卸売業、小売業 島根県
松江市学園南１丁目２０
－３２

http://makanaiya.jp/

1067 株式会社　玉屋 卸売業、小売業 島根県 松江市平成町１８２－７ http://www.tamaya.org/

1068 東洋ソーラー株式会社 建設業 島根県 松江市北陵町４６番地５ http://toyosolar.sakura.ne.jp/

1069 株式会社　長岡塗装店 建設業 島根県
松江市西嫁島１丁目２－
１４

http://www.nagaoka-toso.co.jp/

1070 松江土建株式会社 建設業 島根県
松江市学園南２丁目３－
５

http://www.matsue-doken.co.jp/

1071 有限会社　永島機工 製造業 島根県 松江市八幡町７８３－７



1072 株式会社　魚一
宿泊業、飲食
サービス業

島根県 松江市片原町７８ http://www.uoichi.net/

1073 山善商会有限会社 卸売業、小売業 島根県 松江市竹矢町５１－１ http://www.e-otsumami.jp/

1074 新日本商事有限会社
不動産業、物品
賃貸業

島根県
松江市平成町１８２番地
３３

1075 株式会社　今井書店 卸売業、小売業 島根県 松江市殿町６３番地 http://www1.imaibooks.co.jp/

1076 有限会社　島田鉄工所 製造業 島根県
松江市東出雲町揖屋２３
６２－１

1077 木次乳業有限会社 卸売業、小売業 島根県
雲南市木次町東日登２２
８－２

http://www.kisuki-milk.co.jp/

1078 有限会社　松江皆美館
宿泊業、飲食
サービス業

島根県 松江市末次本町１４ http://www.minami-g.co.jp/

1079 伊東写真事務所
学術研究、専
門・技術サービ
ス業

島根県
松江市東持田町２０５－
４７

http://www.nob-ito.com/

1080 グローバーク株式会社 製造業 島根県
松江市上乃木８丁目１－
７　茶山ビル２０３号

http://globarc.jp/

1081
エステ・ド・ヴィネー
ジュ

生活関連サービ
ス業、娯楽業

島根県 松江市西川津町４０９３

1082 有限会社イーシープラン 卸売業、小売業 島根県 出雲市知井宮町988-10
1083 ミシマ産業株式会社 建設業 島根県 出雲市天神町869

1084 長廻三枝子司法事務所
学術研究、専
門・技術サービ
ス業

島根県 出雲市塩冶町464

1085 有限会社ミカミ
生活関連サービ
ス業、娯楽業

島根県 出雲市塩冶有原5-15

1086
佐藤大樹登記測量行政書
士事務所

学術研究、専
門・技術サービ
ス業

島根県
出雲市浜町512番地6イズ
テック株式会社2Ｆ

1087
有限会社森下コンストラ
クター

建設業 島根県 大田市祖式町1068-1

1088 ㈱朝山ファミリー工房 卸売業、小売業 島根県 出雲市所原町1642-2
1089 和工土建 建設業 島根県 出雲市大津町1881

1090 クッチーナ・バッカーノ
宿泊業、飲食
サービス業

島根県 出雲市湖陵町差海77-1

1091
株式会社フォーシンク出
雲

建設業 島根県 出雲市高岡町291-1

1092 有限会社サン・アド
学術研究、専
門・技術サービ
ス業

島根県
出雲市渡橋町1177モリオ
カビル2Ｆ

1093 株式会社ＳＡＭＵＲＡＩ 卸売業、小売業 島根県 出雲市渡橋町754-5

1094 株式会社ひらた
宿泊業、飲食
サービス業

島根県 出雲市西平田町219

1095 ㈲後藤会計事務所
学術研究、専
門・技術サービ
ス業

島根県 出雲市浜町572番地3

1096 メンズヘアマキノ
生活関連サービ
ス業、娯楽業

島根県 出雲市平野町20-1-B

1097 ㈱アクアリンク 建設業 岡山県 岡山市南区妹尾394-1

1098 ㈲アイビ
サービス業（他に
分類されないも
の）

岡山県 赤磐市多賀1669-1

1099
㈱西日本総合保険サービ
ス

金融・保険業 岡山県 岡山市北区南中央町7-6 http://www.west-japan.net/

1100 （資）資産税研究所
専門・技術サー
ビス業

岡山県 岡山市南区米倉68-1

1101
安藤和人社会保険労務士
事務所

専門・技術サー
ビス業

岡山県 岡山市南区豊成1-2-27 http://www5.ocn.ne.jp/~sr-andou/

1102 ㈱山陽スチール 製造業 岡山県 岡山市東区九蟠557-12

1103
おかやまパソコン市場
（株）

卸売・小売業 岡山県
津山市川崎143-1 シャン
グリラ2Ｆ

http://pc-ichiba.jp/

1104 （有）あとむ電営 建設業 岡山県 津山市下高倉西895-1
1105 （株）スペック 建設業 岡山県 津山市大田820-19



1106 Ｒｅｃｏｊｏ
専門・技術サー
ビス業

岡山県 津山市日上858

1107 （有）ライフパートナー 金融・保険業 岡山県 津山市北園町40-22
1108 （株）サインアート 製造業 岡山県 津山市東一宮40 http://www.signsart.co.jp/

1109 サコ電子工業（有） 製造業 岡山県 津山市川崎1130
1110 サコ産業（株） 製造業 岡山県 津山市川崎1130
1111 （有）武岡商店 卸売・小売業 岡山県 津山市押入1197
1112 （株）近藤組 建設業 岡山県 津山市高野山西2225-2
1113 （有）カサエ金物店 卸売・小売業 岡山県 津山市野介代47-9

1114 津山商工会議所
複合サービス事
業

岡山県 津山市山下30-9

1115 （有）オフィス松本
専門・技術サー
ビス業

岡山県 津山市中村740-4

1116 （有）エコライフ商友
サービス業（他に
分類されないも
の）

岡山県 真庭市惣84-7

1117 （株）大手門 製造業 岡山県 津山市上河原531-7
1118 （株）岡田工務店 建設業 岡山県 津山市志戸部98-12

1119 ボディリセット直 医療、福祉 広島県
安芸郡府中町茂陰1-3-13-
101

http://www.br-nao.com/

1120 ㈱ミユー 医療、福祉 広島県
福山市新涯町1-41-13　小
原ビル103

1121
㈱スクエアーファウンテ
ン

サービス業（他に
分類されないも
の）

広島県
広島市中区大手町1-5-18
IBAビル３Ｆ

http://www.nail-square.com

1122 ㈱ドボック 建設業 広島県
広島市安佐南区長束6-2-
19

1123 ㈱アセダック 医療、福祉 広島県
広島市安佐北区口田4-20-
26

1124 ㈱ハーベスト 製造業 広島県
広島市安佐北区安佐町久
地名原2683-181

1125 ㈱トゥモロー 金融・保険業 広島県 呉市海岸1-2-19 http://seeyou-tomorrow.jp

1126 RU経営コンサルタント
専門・技術サー
ビス業

広島県
安芸郡海田町西浜3-35-
103

1127
㈲ヒューマンズ・ユー
ミー

サービス業（他に
分類されないも
の）

広島県
東広島市西条町西条東
802-1

http://www.palca.jp/saijo

1128 ㈲美鈴造園 建設業 広島県
広島市佐伯区藤の木2-58-
186

http://www.misuzuzouen.co.jp/

1129 ㈱ユアリーガ
生活関連サービ
ス・娯楽業

広島県
広島市中区本通1-4　Sビ
ル3F

http://leehga.jp

1130 ㈱二葉工務店 建設業 広島県
広島市東区戸坂くるめ木
2-3-6

1131 ㈲aim
サービス業（他に
分類されないも
の）

広島県
広島市中区上八丁堀7-16
ファミール上八丁堀204

1132 ㈱エヌ・ビー技建 建設業 広島県
広島市安佐南区西原3-17-
18

1133 大伸産業㈱ 卸売・小売業 広島県 呉市阿賀南3-14-2

1134 東和電機製作所 製造業 広島県
広島市安佐北区三入南2-
12-52

1135 ㈱竹下生コン 製造業 広島県 山県郡北広島町都志見567
1136 ㈲豊建 建設業 広島県 三原市沼田町2-17-1
1137 ㈲伸陽電化設備 卸売・小売業 広島県 広島市中区中広町1-10-5

1138 ㈱５コーポレーション
教育、学習支援
業

広島県
広島市安佐南区緑井6-10-
14　１Ｆ

http://5-days.jp

1139 ㈲キャパ
生活関連サービ
ス・娯楽業

広島県 福山市多治米町2-12-20 http://www.capa-hairstudio.co.jp

1140 ㈲空 飲食店、宿泊業 広島県 福山市春日町4-1-38
1141 ㈱ニューヴィークル 卸売・小売業 広島県 福山市新涯町5-35-9

1142 ㈱チェルシー
サービス業（他に
分類されないも
の）

広島県
広島市中区大手町2-6-20-
2F

1143 ㈱新風 飲食店、宿泊業 広島県
広島市中区袋町2-20　広
島スクエアビル1F

1144 ㈱ニムラ 建設業 広島県 広島市南区長楽寺1-19-6



1145 フォルチェ
生活関連サービ
ス・娯楽業

広島県 広島市南区宇品西6-7-14

1146 ㈱ハッピーホーム 不動産業 広島県 福山市御幸町森脇451-1 http://www.happy-reform.com

1147 アート㈱
専門・技術サー
ビス業

広島県 大竹市晴海1-6-10 http://artcamera.jp/

1148 寿マナック㈱ 製造業 広島県
広島市佐伯区湯来町白砂
向山20-10

http://www.kmanac.com/

1149 ㈱三原商店 製造業 広島県 広島市東区東山町2-20

1150 ㈱ライフパートナーズ 金融・保険業 広島県
広島市南区出汐1-17-28-
201

http://www.lp-group.co.jp/

1151 ㈱古昌 卸売・小売業 広島県 広島市西区草津港1-8-1 http://furusyo.co.jp

1152 ㈱デイ・デイライト 情報通信業 広島県
広島市佐伯区楽々園4-13-
10-1

1153 平平平㈱ 飲食店、宿泊業 広島県
東広島市八本松町飯田1-
5-57

1154 串やき鳥　くらのすけ 飲食店、宿泊業 広島県 東広島市西条町西条東815
1155 ㈱鎌屋 飲食店、宿泊業 広島県 広島市西区高須2-6-39-1 http://www.kamaya-food.com

1156 紅茶のお店　linden 飲食店、宿泊業 広島県
広島市中区中町1-17　フ
クモトビル2F

1157 三次レミコン㈱ 運輸業 広島県 三次市布野町下布野852-1
1158 日高三次レミコン㈲ 製造業 広島県 三次市布野町下布野852-1

1159 ㈱可部街道不動産 不動産業 広島県
広島市安佐北区可部南5-
15-18

1160 ㈱ウエストリード
教育、学習支援
業

広島県 東広島市八本松南5-2-6

1161 ㈱橘運送店 運輸業 広島県 広島市西区南観音1-8-31

1162 医療法人社団　八千代会 医療、福祉 広島県
安芸高田市八千代町大字
勝田448

http://www.yachiyo-hospital.jp

1163 富士メディカル㈱ 医療、福祉 広島県
安芸高田市八千代町大字
勝田448

http://www.yachiyo-hospital.jp

1164
㈲ウィスタリアフィール
ド

生活関連サービ
ス・娯楽業

広島県 安芸郡府中町本町2-9-27

1165 ㈱ニックス 医療、福祉 広島県 広島市東区尾長東2-6-6 http://www.nix-net.co.jp

1166 村井石油㈱ 卸売・小売業 広島県 尾道市因島土生町2257-1
1167 社会福祉法人　倫 医療、福祉 広島県 東広島市黒瀬町丸山18-35 http://www.rin-arinko.com/

1168 ㈲ア・ボン 飲食店、宿泊業 広島県 広島市中区三川町2-19

1169 ㈲B-Line 情報通信業 広島県
広島市西区商工センター
7-8-8

1170 石崎安全硝子㈱ 卸売・小売業 広島県 広島市西区三篠町2-13-11

1171
ジャパン・リユース・イ
ンダストリー㈱

サービス業（他に
分類されないも
の）

広島県 広島市佐伯区利松2-21-6 http://www.j-r-i.co.jp/index.html

1172 ㈱PRBANK 卸売・小売業 広島県
広島市中区三川町10-23
ﾛｯｺｰ第2三川町ビル602

http://prbank.jp/

1173 ㈱テクノ自動車学校
教育、学習支援
業

広島県 安芸郡熊野町5640-1 http://tekuno.info

1174 ㈲平野 医療、福祉 広島県
広島市安佐北区あさひが
丘1-1-10

1175 ㈱サングリーン 卸売・小売業 広島県 三次市十日東4-1-30

1176 ビーエルシー．㈱
生活関連サービ
ス・娯楽業

広島県
広島市中区大手町2-7-3原
田ビル

1177 M・S・I㈱ 建設業 広島県 広島市中区江波南2-10-18

1178 ㈲メディアウイング 卸売・小売業 広島県
広島市東区中山新町3-22-
48

http://www.teltelkun.com

1179 ㈱広島金型 製造業 広島県
広島市安佐北区可部勝木
1963-1

1180 ㈲花本商店 卸売・小売業 広島県 呉市本通2-8-9

1181 松田鉄工㈱ 製造業 広島県
東広島市志和町七条椛坂
1700

http://www.mtd-co.jp

1182 丸徳海苔㈱ 卸売・小売業 広島県
広島市西区商工センター
7-1-40

http://marutokunori.jp

1183 ㈲エフピー総研
専門・技術サー
ビス業

広島県 広島市南区的場町1-1-21



1184 BREA　hair
生活関連サービ
ス・娯楽業

広島県 広島市西区上天満町8-6 http://www.breakhair.com

1185 ㈱食良品館 卸売・小売業 広島県
広島市西区商工センター
7-1-40

http://roriya3.com

1186 よつば鍼灸整骨院 医療、福祉 広島県
福山市神辺町新湯野2-30-
6

1187 ㈱鈴木 建設業 広島県 三原市南方1-1-10
1188 ㈱アイテラサポート 卸売・小売業 広島県 三原市本郷南5-26-13 http://www.suzukijimuki.com

1189 ㈲トータル電機 建設業 鳥取県 鳥取市南栄町３０－８

1190
ファミリーマート鳥取古
海店

卸売・小売業 鳥取県 鳥取市古海６６１－５

1191 (有）三和水道工業所 建設業 鳥取県 米子市錦町２丁目８３

1192 （有）ダイナ・アート
専門・技術サー
ビス業

鳥取県 米子市彦名町７１０７

1193 メルヘンフーズ（株） 製造業 鳥取県
西伯郡伯耆町大殿１０９
２－２

http://www.yume-21.net

1194 （有）山本整備
電気・ガス・熱
供給・水道業

鳥取県
米子市新開６－１５－１
０

1195 （有）鳥果運輸 運輸業 鳥取県
東伯郡琴浦町八幡６１－
１

1196
（有）松井オートサービ
ス

サービス業（他に
分類されないも
の）

鳥取県
西伯郡大山町塩津８３４
－２

1197 （有）いけがみ 製造業 鳥取県 米子市錦町２丁目２０５

1198 （有）辻谷自動車
サービス業（他に
分類されないも
の）

鳥取県
米子市観音寺新町４－８
－３２

1199 （有）吉川特装自動車
サービス業（他に
分類されないも
の）

鳥取県 米子市古豊千７７５－６

1200 堀江化工株式会社 製造業 島根県 江津市浅利町１５０番地 http://horie-kako.co.jp/

1201
有限会社 imp beaute
Esthe de DU BOIS

生活関連サービ
ス業、娯楽業

島根県
松江市下東川津町２６６
－１２

1202 せるぽわ
宿泊業、飲食
サービス業

島根県
松江市伊勢宮５２８－８
２Ｆ

1203 有限会社　いまみや電器 卸売業、小売業 島根県
益田市中島町イ６６６番
地１

1204
株式会社　コダマサイエ
ンス

サービス業（他に
分類されないも
の）

島根県
松江市西嫁島２丁目８番
２３

http://www.kodama-s.co.jp/

1205 株式会社　丸加石材工業 製造業 島根県
松江市東出雲町出雲郷５
５７番地２

http://www.maruka-stone.jp/

1206 有限会社　樹 卸売業、小売業 島根県
松江市西川津町７４６番
地３６　コーポだけみ１
階

1207
株式会社　グランド調査
開発

建設業 島根県
浜田市長浜町７０３番地
１

http://www7.ocn.ne.jp/~groundtk/

1208 株式会社Ｔ．Ｔ．Ｃ
サービス業（他に
分類されないも
の）

島根県
松江市学園２丁目２６番
３６号　Ｍ＆Ｆ第２ビル

1209 大畑建設株式会社 建設業 島根県 益田市大谷町３６番地３ http://ohata.jp/

1210 株式会社　エステック 製造業 島根県
松江市東出雲町揖屋２７
９７－３

http://www.stc-jp.co.jp/

1211 明石屋株式会社 卸売業、小売業 島根県
松江市宍道町昭和９４番
地

http://www.akashiya-ltd.co.jp/

1212 ホクサン厨機株式会社 卸売業、小売業 島根県
松江市西嫁島１丁目４－
３１

http://www.hokusan.com/

1213 有限会社　田中商事 卸売業、小売業 島根県
松江市東朝日町１１６－
７

http://www.tanakasports.jp/

1214
株式会社　システム工房
エム

情報通信業 島根県
松江市西津田３丁目２－
３

http://www.kouboum.co.jp/

1215 アイム株式会社
教育・学習支援
業

島根県 松江市北陵町５２番地２ http://www.imj.co.jp/

1216
株式会社メディアスコー
プ

情報通信業 島根県 松江市北陵町５１－３ http://www.ms-ltd.co.jp/



1217 株式会社ミック 卸売業、小売業 島根県
松江市学園南２丁目１０
－１４タイムプラザ１Ｆ

http://www.mic-ltd.co.jp/

1218 株式会社　みしまや 卸売業、小売業 島根県 松江市雑賀町９９番地 http://www.mishimaya.com/

1219 株式会社　こびき屋 製造業 島根県
松江市東出雲町下意東１
６３６－１

http://www.kobiki.co.jp/

1220 円建創株式会社 建設業 島根県
松江市東津田町１２８０
－１

http://madoka-arc.co.jp/

1221 有限会社　小沢工業 建設業 島根県 松江市馬潟町３５５－６ http://www.kozawahome.com/

1222 合資会社　一文字家 卸売業、小売業 島根県
松江市平成町１８２番地
１９

http://www.ichimonjiya.jp/

1223 株式会社　ホテル一畑
宿泊業、飲食
サービス業

島根県 松江市千鳥町３０番地 http://www.ichibata.co.jp/hotel/

1224 有限会社　中村茶舗 卸売業、小売業 島根県 松江市天神町６番地 http://www.nippon-tea.co.jp/

1225
有限会社　アルソアいと
くま

卸売業、小売業 島根県
松江市西津田６丁目８－
１３

1226 株式会社　エイト
宿泊業、飲食
サービス業

島根県
益田市美都町宇津川ロ６
３０－３

http://mito-onsen.com/index.php?id=2

1227 高橋建設株式会社 建設業 島根県
益田市遠田町３８１５番
地１

http://www.takahashi-kensetu.com/

1228 株式会社　太陽水道工事 建設業 島根県
松江市学園南１丁目１６
番地６号

1229
フジキコーポレーション
株式会社

卸売業、小売業 島根県
松江市東出雲町意宇南２
－１－１

http://mondawa.jp/

1230
社会福祉法人　おおの福
祉会

医療・福祉 島根県 松江市大野町１６７番地

1231 美容室ALOHA
生活関連サービ
ス業、娯楽業

島根県 出雲市大津朝倉1-4-17

1232 株式会社まつした出雲 製造業 島根県 出雲市高岡町515

1233 有限会社羽根屋
宿泊業、飲食
サービス業

島根県 出雲市今市町549

1234
株式会社古川コンサルタ
ント

学術研究、専
門・技術サービ
ス業

島根県 出雲市塩冶町1612-1

1235 ㈲アプローチ・プラザ 金融・保険業 岡山県 備前市西片上46-10 https://a-line1.aflac.co.jp/web61/new/homes.asp?id=990473&ps=bwjlhmam&menu=1&ad_change=1&kojin=0&siryo=

1236 ㈱名玄 飲食店、宿泊業 岡山県 岡山市中区平井6-7-17 http://udon-meigen.co.jp/

1237 ㈱チャレンジ 卸売・小売業 岡山県 岡山市南区当新田121-1 http://www.challenge-ok.com/

1238 (株)フィット 建設業 岡山県 津山市上紺屋町48

1239
ＩＫＯＭＡロボテック
(株)

製造業 岡山県 津山市戸島634-28 http://www.ikoma-rb.com/

1240
笹井社会保険労務士事務
所

専門・技術サー
ビス業

岡山県 津山市山下5

1241 (有)住吉木材工業
生活関連サービ
ス・娯楽業

岡山県 津山市高野山西1909-6

1242 (株)鈴鹿屋 卸売・小売業 岡山県 津山市沼77-12
1243 (株)誠商社 卸売・小売業 岡山県 津山市戸島634-19 http://www.makoto-co.com/

1244 (有)神崎会計事務所
サービス業（他に
分類されないも
の）

岡山県 津山市志戸部647-9

1245 神崎税理士事務所
サービス業（他に
分類されないも
の）

岡山県 津山市志戸部647-9

1246 山一水産(株) 卸売・小売業 岡山県 津山市戸島921-5
1247 院庄林業(株) 製造業 岡山県 津山市二宮22-1

1248 西日本環境測定(株)
専門・技術サー
ビス業

岡山県 津山市押入572-1

1249 (有)重松鉄工所
専門・技術サー
ビス業

岡山県 津山市宮部下1906

1250 (有)大文字本舗 製造業 岡山県 津山市小原207-6 http://www.daimonji-honpo.com/

1251 (有)鈴鹿モータース
専門・技術サー
ビス業

岡山県 久米郡美咲町久木256

1252
(医)平野同人会 津山第一
病院

医療、福祉 岡山県 津山市中島438 http://tsuyama-1sthp.jp/top.html

1253 (株)土居建材店 卸売・小売業 岡山県 津山市戸島634-14



1254 (有)ｓａｔｅｒａ
サービス業（他に
分類されないも
の）

岡山県 津山市北園町42-13 http://www.satera.co.jp/

1255 ㈱ハウスネット 不動産業 広島県 東広島市西条栄町9-26 http://www.hausunet.co.jp

1256 ㈱エデュコム
教育、学習支援
業

広島県 廿日市市新宮1-13-18-201

1257
片山社会保険労務士事務
所

専門・技術サー
ビス業

広島県 広島市中区吉島西2-5-2

1258 ㈱バレロ 飲食店、宿泊業 広島県 広島市中区袋町7-31
1259 ㈱エムネット 情報通信業 広島県 呉市広本町2-13-38 http://mnets.jp/

1260 ㈱石崎本店 製造業 広島県
広島市安芸区矢野新町1-
2-15

http://www.ishizaki.co.jp

1261 ㈱ティーユーロジネット 運輸業 広島県 安芸郡坂町北新地1-4-31 http://www.tu-logi.co.jp

1262
㈱パッセージコーポレー
ション

生活関連サービ
ス・娯楽業

広島県 呉市中通2-6-2

1263 ㈲沢田保険事務所 金融・保険業 広島県 呉市川尻町東3-1-11
1264 ㈱風籟堂 卸売・小売業 広島県 廿日市市宮島町589-6 http://www.kurika.jp
1265 ㈱夢進 卸売・小売業 広島県 広島市南区蟹屋2-4-11

1266 ㈲イフ・ヘアー
生活関連サービ
ス・娯楽業

広島県 安芸郡府中町本町5-9-3

1267 ㈱TENUN 卸売・小売業 広島県 呉市広白岳5-4-22
1268 三次フードセンター㈱ 卸売・小売業 広島県 三次市十日市中3-6-35

1269 Tokyo　Latiina
サービス業（他に
分類されないも
の）

広島県
広島市南区京橋町9-3　ク
リスタ京橋ビルB1F

http://tokyo-latiina.com

1270 ㈱ピーワン・ロード
サービス業（他に
分類されないも
の）

広島県 尾道市高須町2725

1271 ㈱ユーアンドミィー 飲食店、宿泊業 広島県 三原市円一町1-1-7

1272
㈲ディプリマヴューラ
カットフォーユー

生活関連サービ
ス・娯楽業

広島県 広島市西区横川町3-5-4 http://www.cutfoyou.co.jp

1273
㈲美風堂F・C・S　うみ膳
やま膳

飲食店、宿泊業 広島県
広島市安佐南区毘沙門台
2-30-2

1274 ㈲ヒロキ　おとぎや 飲食店、宿泊業 広島県
広島市安佐南区毘沙門台
2-30-2

1275 ㈱佐藤設計
専門・技術サー
ビス業

広島県 福山市千代田町1-16-21

1276 ㈱まじま製麺 製造業 広島県 三原市皆実4-11-13

1277 ㈱TANISHO 製造業 広島県
広島市安佐北区三入南2-
34-17

1278 ㈲ヤスウラ 卸売・小売業 広島県
広島市安佐北区上深川町
380-1

http://www.45degree.net/

1279 ㈱SWITCH 建設業 広島県
広島市中区南千田東町1-6
大段ビル203

http://switchdesign.jp/

1280 Mr．トーマス 飲食店、宿泊業 広島県 廿日市市福面2-7-28 http://pizza-thomas.com

1281 ㈱愛晃 建設業 広島県 広島市南区西蟹屋4-8-17
1282 ㈱フルケア 卸売・小売業 広島県 広島市西区南観音7-13-20 http://full-care.jp

1283 ㈲オーパス 卸売・小売業 広島県
安芸高田市高宮町佐々部
1140-3

http://au-opass.jimdo.com/

1284
㈱アップスイング
JEMSTONEゆめタウン東広
島店

卸売・小売業 広島県
東広島市西条土与丸1-5-7
ゆめタウン東広島店2F

http://www.up-swing.com/

1285
社会福祉法人　広谷福祉
会

医療、福祉 広島県 府中市広谷町391 http://www.fuchu.or.jp~sinwa

1286 ㈲椿会 医療、福祉 広島県
江田島市江田島町切串1-
37-21

1287 イベントグループ㈱
教育、学習支援
業

広島県
広島市安佐南区祇園3-4-
9-104

http://all-up100.com

1288
㈱ベネフィットディバイ
ス

専門・技術サー
ビス業

広島県
広島市安佐南区大町東2-
9-18-101

1289 かくいち社労士事務所
専門・技術サー
ビス業

広島県
広島市南区段原南2-7-17-
403

1290
進学・学習塾　光南いっ
たいいち

教育、学習支援
業

広島県 広島市中区光南1-6-8



1291 成和税理士法人
専門・技術サー
ビス業

広島県 呉市広古新開1-2-40

1292 ㈱エヌテック 製造業 広島県 福山市御幸町中津原1700

1293 エスピー工設㈱ 建設業 広島県
広島市安佐南区長束4-18-
7

1294 フィールイメージ㈱
サービス業（他に
分類されないも
の）

広島県
広島市安芸区瀬野西5-14-
14

1295
細谷社会保険労務士事務
所

専門・技術サー
ビス業

広島県 福山市西新涯町2-21-41 http://homepage1.nifty.com/takezei

1296 ㈱呉山城屋 卸売・小売業 広島県 呉市本通2-6-6 http://kure-yamashiroya.co.jp

1297 ㈱バルコムエミュー 飲食店、宿泊業 広島県
広島市安佐南区中筋3-8-
10

http://www.balcom.jp/

1298 ㈱Jネットレンタカー中国
サービス業（他に
分類されないも
の）

広島県
広島市安佐南区中筋3-7-
21

http://www.balcom.jp/

1299 ㈱西川製作所 製造業 広島県
広島市安佐南区沼田町伴
1272

1300 SEN’S　HAIR
生活関連サービ
ス・娯楽業

広島県
広島市安佐南区山本2-3-
26　1F

http://sens-hair.jp

1301 ㈲おかしん 飲食店、宿泊業 広島県 広島市西区井口台2-23-35

1302 行政書士法人　Asumia
専門・技術サー
ビス業

広島県
広島市中区西白島町16-7
NiDiビル2階

http://e-jimusho.com/

1303 ココレボ㈱ 卸売・小売業 広島県 三原市宮浦6-6-24 http://www.cocorevo.co.jp/

1304 ㈲山本組 建設業 広島県
三原市沼田東町本市691-
13

1305 ㈱T.N－PLANNINNG 金融・保険業 広島県 尾道市高須町4869-16

1306 ㈱リコネクト 情報通信業 広島県
広島市西区中広町3-3-18
中広セントラルビル503

1307 ㈱やすらぎ工房
サービス業（他に
分類されないも
の）

広島県 広島市南区東雲1-3-24

1308 ㈱久華産業 製造業 広島県
安芸郡熊野町出来庭5-14-
23

1309 あすみあ司法書士事務所
専門・技術サー
ビス業

広島県
広島市中区西白島町16-7
NiDiビル2階

http://sihou.biz

1310 ㈲マルスイ青果 卸売・小売業 広島県 呉市光町11-18
1311 堀田電機 卸売・小売業 広島県 広島市西区己斐中3-41-1

1312 ㈱かわの
サービス業（他に
分類されないも
の）

広島県 広島市中区三川町5-8 http://marryaid.com

1313 ㈱GOGOやまぐち 卸売・小売業 広島県 広島市中区河原町3-29

1314 平岡工業㈱ 製造業 広島県
広島市安佐南区伴南2-5-
19-31

http://www.hiraokaind.co.jp

1315 深江特殊鋼㈱ 製造業 広島県 福山市曙町2-3-17 http://www.fukae.co.jp

1316 ㈱広島県農協印刷所 製造業 広島県 広島市中区大手町4-7-3
1317 共和電子㈱ 卸売・小売業 広島県 広島市中区寺町5-20　3F http://www.kyouwadenshi.co.jp/

1318 ㈱会計参謀
専門・技術サー
ビス業

広島県 広島市南区的場町1-1-21

1319 石田雄二税理士事務所
専門・技術サー
ビス業

広島県 広島市南区的場町1-1-21

1320 ㈱エーシーエヌ
サービス業（他に
分類されないも
の）

広島県 広島市西区天満町7-17

1321 ㈱田中フルーツ 卸売・小売業 広島県 広島市西区己斐西町6-13

1322 ㈱テラスライフ
生活関連サービ
ス・娯楽業

広島県 広島市西区庚午北4-6-20 http://www.branch-hair.jp

1323 ㈲金村建設 建設業 広島県 広島市西区南観音4-5-33

1324
組織行動研究所　はなさ
くスきル

教育、学習支援
業

広島県
呉市西中央1-3-31　チャ
レンジコア13号室

http://www.bloom-skill.com/

1325 医療法人社団　黎明会 医療、福祉 広島県 福山市駅家町法成寺108 http://ekiya-sakura.jp

1326 ㈱鳥小屋 飲食店、宿泊業 広島県 三次市十日市中3-13-5

1327
キュリオステーション広
島緑井店

教育、学習支援
業

広島県
広島市安佐南区緑井2-13-
5　メゾン龍原1F

http://pc-midorii.com

1328 ㈱デイ・リンク 卸売・小売業 広島県 広島市中区吉島西1-14-6 http://www.day-link.com



1329 ㈱　響 製造業 山口県
下関市豊浦町大字川棚
2420-8

1330 ㈱　西日本テクノ 製造業 山口県
下関市豊浦町大字川棚
5303

http://www.nishinihon-techno.co.jp

1331 農水フーズ　㈱ 製造業 山口県 下関市彦島西山町2-1-24 http://www.nousui.co.jp

1332 ㈱　厳流本舗 製造業 山口県 下関市長府扇町6-44 http://www.ganryu.co.jp/

1333
㈱　カワサキコーポレー
ション

建設業 山口県 下関市長府港町7-17 http://www.kawasakicorp.com/

1334 ㈱　目会計事務所
専門・技術サー
ビス業

山口県 下関市長府松原1-9

1335 ㈱　植田鋳造 製造業 山口県 下関市武久町2-17-1 http://www.ueda-casting.com

1336
ＮＰＯ法人　シンホニ―
ネット

医療、福祉 山口県 下関市新地町2-13 http://sympho.jp/

1337 ㈱　下関大清社
サービス業（他に
分類されないも
の）

山口県 下関市彦島迫町3-9-17 http://www.si-daiseisya.co.jp

1338 ㈱　㓛栄商工 卸売・小売業 山口県 下関市伊倉東町4-23
1339 ㈱　法導工務所 製造業 山口県 下関市彦島山中町1-8-8
1340 福浦リハビリテーション 医療、福祉 山口県 下関市彦島福浦町3-6-22

1341
山口県内燃機関工業協同
組合

複合サービス事
業

山口県 下関市大和町2-4-28

1342 ながとてれび　㈱ 情報通信業 山口県
長門市東深川890-2佐野ビ
ル2Ｆ

1343 ㈱　関門シーフレッシュ 卸売・小売業 山口県 下関市彦島西山町4-11-20 http://www.fukunoseki.com

1344 下関山電タクシー㈱ 運輸業 山口県 下関市椋野町3-6-2
1345 合同会社　有歩道 医療、福祉 山口県 下関市本町4-14-13

1346
㈱　クリエイト　プロダ
クト

建設業 山口県 下関市綾羅木新町1-16-5

1347 ㈱　安成工務店 建設業 山口県 下関市綾羅木新町3-7-1 http://www.yasunari-komuten.com

1348
稗田リハビリディサービ
ス

医療、福祉 山口県 下関市稗田北町10-27

1349
㈱　ヤタべ　タイヤ館下
関

卸売・小売業 山口県 下関市大坪本町36-1

1350 三和興産(株) 卸売・小売業 山口県 宇部市若松町3-8 http://www.sanwa-tc.jp

1351 (株)三和システム 卸売・小売業 山口県 宇部市文京町2-17 http://www.sanwa-tc.jp

1352 日本ゴルフ場企画(株)
サービス業（他に
分類されないも
の）

山口県
山陽小野田市大字山野井
字東2039-19

http://www.pcc-sanyo.com

1353 和興産業(株)宇部工場 製造業 山口県 宇部市大字善和204-47 http://www.wako-sz.co.jp

1354
(有)リカーマーケット酒
の國

卸売・小売業 山口県
山陽小野田市大字西高泊
字ワカリ669

1355 (株)オノダネイル 製造業 山口県
山陽小野田市大字西高泊
1352-8

http://www.ac.auone-net.jp/~ondhp/index.html

1356 (株)アルモウルド 製造業 山口県
宇部市大字際波迫条1770-
1

http://www.almould.co.jp/

1357 (株)タバタ 卸売・小売業 山口県 宇部市妻崎開作793-5 http://www.kk-tabata.co.jp

1358 (株)オカダ電気 製造業 山口県 宇部市大字船木3839-1

1359 (有)つねまつ菓子舗 製造業 山口県
山陽小野田市大字西高泊
676-3

http://www.e-densuke.com

1360 薬仙石灰(株) 製造業 山口県 美祢市伊佐町伊佐3362 http://www.yakusen.com

1361 税理士法人いそべ
専門・技術サー
ビス業

山口県 宇部市常藤町2-21 http://www.tkcnf.com/isobe-keiri/pc

1362 小野田商工会議所
サービス業（他に
分類されないも
の）

山口県 山陽小野田市中央2-3-1 http://www.onoda-cci.or.jp

1363 山陽商工会議所
サービス業（他に
分類されないも
の）

山口県
山陽小野田市大字鴨庄
101-29

http://www7.ocn.ne.jp/~sanyocci/

1364 野村自動車(株)
サービス業（他に
分類されないも
の）

山口県
山陽小野田市大字西高泊
586-5

http://www.carbell-nomura.com

1365 宇部マテリアルズ 製造業 山口県
宇部市相生町8-1興産ビル
5Ｆ

http://www.ubematerials.co.jp

1366 宇部蒲鉾 製造業 山口県 宇部市大字川上697-20 http://www.ubekama.co.jp

1367 (株)福本電気通信社 建設業 山口県 宇部市若松町3-8
1368 宇部トーヨー住器(株) 建設業 山口県 宇部市妻崎開作789-7



1369 宇部興産海運(株) 運輸業 山口県 宇部市港町1-5-5 http://www.ube-ind.co.jp

1370 宇部興産開発(株)
生活関連サービ
ス・娯楽業

山口県 山口市阿知須2423-1 http://www.ube.co.jp/ucc/

1371 宇部興産(株) 製造業 山口県 宇部市大字小串1978-96 http://www.ube-ind.co.jp/japanese

1372 宇部工業(株) 建設業 山口県 宇部市妻崎開作874-1 http://www.ubekogyo.co.jp

1373 宇部構内タクシー(株) 運輸業 山口県 宇部市明神町3-1-29 http://www1a.biglobe.ne.jp/ubekonai/

1374 宇部商工会議所
サービス業（他に
分類されないも
の）

山口県 宇部市松山町1-16-18 http://www.ubecci.or.jp

1375 宇部第一交通(株)
サービス業（他に
分類されないも
の）

山口県 宇部市昭和町3-12-35 http://www.y-daiichi.co.jp/ube.html

1376 沖本綜合設備(株) 建設業 山口県 山陽小野田市大字鴨庄8-4

1377
(株)ユービーイーホテル
ズ

飲食店、宿泊業 山口県 宇部市相生町8-1 http://www.anacrowneplaza-ube.jp

1378 富士菅工(株) 建設業 山口県 宇部市文京町6-33
1379 有限会社　ライブ 金融・保険業 山口県 宇部市東須惠681-1
1380 ㈱タネダ 卸売・小売業 山口県 防府市天神1-6-9
1381 東洋ヒューム管㈱ 製造業 山口県 山口市秋穂東3502 http://www.toyo-hp.co.jp

1382 ㈱ケイボウ
サービス業（他に
分類されないも
の）

山口県 防府市佐波2-8-13

1383 ㈱福岡商事 建設業 山口県 山口市吉敷上東3-11-11
1384 富士製パン㈱ 製造業 山口県 防府市新築地町15-1
1385 ㈱いちやなぎ 飲食店、宿泊業 山口県 山口市旭通り2-6-23 http://www.ichi-yanagi.jp/

1386 ㈱カンダ
専門・技術サー
ビス業

山口県 防府市宮市町10-52

1387 神田　義満
専門・技術サー
ビス業

山口県 防府市宮市町10-52

1388 ㈲カンテック
専門・技術サー
ビス業

山口県 防府市宮市町10-52

1389
社会福祉法人アス・ライ
フ

医療、福祉 山口県 山口市駅通り1-3-10 http://us-life.jp

1390 ㈱エヌティーエー旅行
生活関連サービ
ス・娯楽業

山口県 萩市大字土原165-1 http://www.nta-travel.co.jp

1391 ㈲HANDOH 建設業 山口県
山口市阿東生雲西分2386-
1

http://www18.ocn.ne.jp/~handoh/

1392 ㈱二光
専門・技術サー
ビス業

山口県 防府市開出西町2-20

1393 ㈱岸田時計店 卸売・小売業 山口県 山口市中市町4-15 http://www.kishida-tokeiten.co.jp

1394 ㈱四季彩 製造業 山口県 防府市新築地町6-6 http://www.shikisai.co.jp

1395 塩見㈱ 建設業 山口県 防府市佐波2-9-29
1396 ㈱アブロード 運輸業 山口県 山口市江崎2212-1 http://www.abroad-net.co.jp

1397 メトロ交通(株) 運輸業 山口県 下松市楠木町2-6-6
1398 (有)朝日屋 卸売・小売業 山口県 下松市瑞穂町2-19-16 http://www.ec.ham.net

1399 徳山大学
教育、学習支援
業

山口県 周南市学園台843-4-2 http://www.tokuyama-u.ac.jp

1400 (株)三知 卸売・小売業 山口県 光市虹ヶ丘3-4-8 http://www.sanchi.co.jp

1401 (株)守田家具 卸売・小売業 山口県 光市島田3-11-47

1402
(株)アップスイング
JEMSTONEサンリブ下松店

卸売・小売業 山口県
下松市南花岡6-8-1サンリ
ブ下松店１階

http://www.up-swing.com/

1403 (有)アオイ
専門・技術サー
ビス業

山口県
光市光ヶ丘3-1山口県ソフ
トウェアセンター２Ｆ

http://www.pcschoolaoi.com/

1404 ＭＡＴ・Ｍ(株)
専門・技術サー
ビス業

山口県 光市光ヶ丘3-1 http://www.tkcnf.com/matsumoto_kaikei/pc/

1405
(株)ケイ・アール・ワ
イ・サービスステーショ
ン

サービス業（他に
分類されないも
の）

山口県 周南市1-4177 http://kryss.jp/

1406 (株)ライブス
生活関連サービ
ス・娯楽業

山口県 周南市新堀6634-1 http://www.chitose-style.net

1407 (株)エム・アイ・シー
専門・技術サー
ビス業

山口県 下松市北斗町1-7 http://www.mic-no1.co.jp

1408 医療法人社団　あべ医院 医療、福祉 山口県 下松市瑞穂町2-19-14

1409
クルージングオート
（株）

卸売・小売業 山口県 下松市望町1-15-17



1410 (株)京瀧 運輸業 山口県 周南市川手2-310-18 http://kyotaki.co.jp/

1411 三浦運輸(株) 運輸業 山口県 周南市浜田1-8-33
1412 (株)キシダプロテック 製造業 山口県 周南市港町6-44
1413 コーウン産業（株） 製造業 山口県 周南市小川屋1-5
1414 小川総合建築 建設業 山口県 周南市土井1-3-36
1415 日新運輸工業　株式会社 運輸業 山口県 下関市長府港町14-1 http://www.nissin21.co.jp

1416 アルギン　株式会社 製造業 山口県 下関市大和町2-4-8
1417 下関酒造　株式会社 製造業 山口県 下関市幡生宮の下町8-23 http://www.sekimusume.co.jp/

1418 共和林業　㈱ 製造業 山口県
下関市豊浦町大字川棚
1528-7

1419 山口シーリング工業　㈱ 建設業 山口県 下関市一の宮町5-6-14

1420 株式会社　森芳楽園 建設業 山口県
下関市長府松小田本町8-
31

http://www.hourakuen.com

1421 ㈲　ふじ珈琲 卸売・小売業 山口県 下関市中之町1-14 http://www.fujicoffee.jp

1422 株式会社　一村製作所 製造業 山口県
下関市菊川町大字日新
2762-10

http://www.ichimura-ss.co.jp

1423 社会福祉法人　松涛会会 医療、福祉 山口県 下関市横野町3-15-10 http://www.syoutoukai.or.jp/

1424
有限会社　エンジョイラ
イフ・グループ

教育、学習支援
業

山口県
下関市赤間町3-50　赤間
ウエストビル２F

http://enjoylife.community.officelive.com

1425 谷口パソコン
教育、学習支援
業

山口県 下関市長府川端2-7-39 http://www.ktpro.jp

1426 下関管材　株式会社 卸売・小売業 山口県 下関市生野町2-31-4

1427
サンデンハウジング　株
式会社

サービス業（他に
分類されないも
の）

山口県 下関市垢田町1-22-20

1428
株式会社　コマーシャル
アーツ

情報通信業 山口県
下関市南部町19-7明治安
田生命下関ビル６Ｆ

http://www.arts21.jp

1429 有限会社　海商 卸売・小売業 山口県 下関市彦島西山町2-1-23

1430
有限会社　アクロスコー
ポレーション

サービス業（他に
分類されないも
の）

山口県 下関市伊崎町2-4-10

1431
関門コンクリート工業 株
式会社

製造業 山口県 下関市大字山田693-1

1432 有限会社　セキタ
サービス業（他に
分類されないも
の）

山口県 下関市長府侍町2-4-8

1433 株式会社　木 飲食店、宿泊業 山口県 下関市中之町8-20 http://www.alberi.jp
1434 有限会社　ロイヤル 卸売・小売業 山口県 宇部市南小串2-4-2 http://www.so-royal.com/access.htm

1435 有限会社　リベルタス 製造業 山口県 宇部市東見初町525-110 http://www.ube-ind.co.jp/libertas/

1436 有限会社　ループ 建設業 山口県 宇部市浜町1-3-20 http://www.loop-y.net

1437 有限会社　荒川興業 建設業 山口県
山陽小野田市千代町2-11-
7

1438 有限会社　沼写真館
生活関連サービ
ス・娯楽業

山口県 宇部市松島町11-26 http://studio-numa.com/

1439 有限会社　瀬戸内保温 建設業 山口県 宇部市亀浦5-2-2 http://www.setouchihoon.co.jp

1440 有限会社　石川鉄工所 製造業 山口県 宇部市八王子町15-45
1441 有限会社　中央事務機 卸売・小売業 山口県 宇部市琴芝町2-1-21

1442
有限会社　片倉温泉くぼ
た

飲食店、宿泊業 山口県 宇部市大字西岐波5345 http://daykubota.web.fc2.com

1443 有限会社　本瀬商会 卸売・小売業 山口県 宇部市妻崎開作87-7 http://www.honse.co.jp

1444 ＬＩＧ
サービス業（他に
分類されないも
の）

山口県 宇部市東梶返3-10-45-6 http://www.lig-space.com

1445 ＴＫサービス　株式会社 運輸業 山口県 宇部市大字小串1978-25

1446
アルファックス・フー
ド・システム㈱

情報通信業 山口県 宇部市西本町2-11-2 http://www.afs.co.jp

1447
エムシー・ファーティコ
ム㈱宇部工場

製造業 山口県 宇部市大字小串1988-7 http://www.mcferticom.jp

1448
カナヤ医科器械　株式会
社

卸売・小売業 山口県 宇部市小松原町2-1-1

1449
シー・ケイ・シー　株式
会社

製造業 山口県
山陽小野田市大字山野井
楠本1315-1

http://www.ckk-tool.co.jp

1450
ジェイトラベル山口　株
式会社

生活関連サービ
ス・娯楽業

山口県 山陽小野田市中川6-4-1 http://www.jtb.co.jp/shop/teihan-d317/



1451
セントラル硝子 ㈱　宇部
工場

製造業 山口県 宇部市大字沖宇部5253 http://www.cgco.co.jp

1452
ソワン・ドウ・ボーテ
株式会社

サービス業（他に
分類されないも
の）

山口県 宇部市大字東須惠749-1 http://www.salon-sara.jp/index.html

1453 チタン工業　株式会社 製造業 山口県 宇部市大字小串8567 http://www.titankogyo.co.jp/

1454 トキワ　株式会社 卸売・小売業 山口県 宇部市新天町1-2-14

1455
ナチョラルグリーンリ
ゾート㈱

飲食店、宿泊業 山口県 山陽小野田市大字千崎128 http://www.ngph.co.jp

1456
ベントサービス　株式会
社

サービス業（他に
分類されないも
の）

山口県 宇部市大字吉見1160-1

1457
メカニカルセンター　株
式会社

製造業 山口県
宇部市大字善和上瀬戸原
193-1

http://www.mcccoltd.com

1458
亜細亜警備保障　株式会
社

サービス業（他に
分類されないも
の）

山口県 宇部市明治町1-2-18 http://www.aspas.co.jp

1459 (有)シーチェスト 飲食店、宿泊業 山口県 宇部市明神町3-1-2 http://www.sakura.ecnet.jp

1460 医療法人　健仁会 医療、福祉 山口県 山陽小野田市日の出3-7-2 http://41Kaigo.com/

1461 社会福祉法人　健仁会 医療、福祉 山口県
山陽小野田市大字厚狭字
埴生田503-1

http://41Kaigo.com/

1462 (有)ミムカンパニー
生活関連サービ
ス・娯楽業

山口県 宇部市東小串1-1-11-201 http://www.mimudemore.jp/recruit/index.html

1463
プリンセス・オブ・
ヴェール

サービス業（他に
分類されないも
の）

山口県 宇部市上宇部黒岩75

1464 有限会社　協和工業 製造業 山口県 宇部市妻崎開作516-1

1465 有限会社　トレキュート
サービス業（他に
分類されないも
の）

山口県 宇部市西琴芝1-5-28

1466
幸和プラティク　株式会
社

製造業 山口県
山陽小野田市大字山野井
1173-33

http://www.kowa-platech.com

1467 株式会社　宇部日報社 製造業 山口県 宇部市寿町2-3-17 http://www.ubenippo.co.jp/

1468 株式会社　宮川鉄工所 製造業 山口県 宇部市幸町11-25 http://www.c-able.ne.jp/~miyatetu/main.html

1469 有限会社　プラマー工業 建設業 山口県 宇部市岬町3-6-37 http://www.k2-homes.com/hp/plumber-kogyo/

1470 吉南運輸　株式会社 運輸業 山口県
宇部市大字善和下石ヶ谷
459-1

http://www.kichinan.net

1471 ㈲森板金製作所 製造業 山口県 萩市明木2551-3 http://www.moriban.co.jp

1472 ㈱吉本花城園 卸売・小売業 山口県 防府市高倉2-19-25 http://www.yoshimotokajoen.co.jp

1473
㈱ＫｉｒａｒａＭａｒｋ
ｅｔｉｎｇ

専門・技術サー
ビス業

山口県 山口市小郡花園町5-25 http://kirara-m.com

1474
㈱プラスアイランドネク
スト

サービス業（他に
分類されないも
の）

山口県 防府市新築地町26-26

1475
㈱フクダ（ケアビレッジ
防府）

医療、福祉 山口県 防府市岩畠2-8-36 http://carefukuda.ohoda.com/

1476 ㈱山口メディカル 卸売・小売業 山口県 防府市大字富海2520
1477 防長企業㈱ 建設業 山口県 防府市大字植松284 http://www.e-mitumoribk.jp/

1478 山口道路興業㈱ 建設業 山口県 防府市大字高井331-1 http://www.y-d-k.co.jp

1479 ヘアメイクBe美
専門・技術サー
ビス業

山口県 防府市車塚町9-22 http://nuadthai.jp/bibi/

1480 ㈱ミッドフォー
サービス業（他に
分類されないも
の）

山口県 山口市大内長野593-1 http://www.midfour.co.jp

1481 大林産業 株式会社 製造業 山口県 山口市徳地八坂700 http://www.obayashi-sangyo.com

1482 ㈱如来堂 建設業 山口県 萩市土原480-4 http://www.nyoraidou.com

1483 ㈱スペック 情報通信業 山口県
宇部市錦町5-5ＳＰＥＣビ
ル

http://www.spec-net.co.jp

1484 金井金属工業　株式会社 卸売・小売業 山口県 下松市潮音町8-5-25
1485 特機電設(株) 建設業 山口県 周南市港町6-36 http://www.tokki.co.jp/

1486 (株)徳山ビルサービス 建設業 山口県 周南市大字栗屋50-11 http://www.tokubiru.co.jp

1487 株式会社　ヴィーテック 卸売・小売業 山口県 下松市大字河内2779-6 http://www.vitech.co.jp/

1488
株式会社　イケダスポー
ツ

卸売・小売業 山口県 周南市河東町4-27

1489 浅野防災装備(株) 建設業 山口県 周南市辻町6-15
1490 宝測機(株) 卸売・小売業 山口県 周南市土越6750-3 http://www.takarasokki.co.jp



1491 3 Ｇｒａｎｔｓ
生活関連サービ
ス・娯楽業

山口県 周南市東山町3-28

1492 岡寺産業(株) 製造業 山口県 周南市月丘町3-6 http://www.okadera.co.jp

1493 有限会社　レンタックス
サービス業（他に
分類されないも
の）

山口県 周南市今住町6-9 http://www.rentax.jp

1494
（株）ONE’S　project
ONE’S　hair

生活関連サービ
ス・娯楽業

山口県 周南市城ケ丘2-1-6 http://www.one-s-hair.com

1495 (株)有楽 飲食店、宿泊業 山口県 周南市有楽町5

1496 毎日興業(株)
生活関連サービ
ス・娯楽業

山口県 周南市銀南街49

1497 (株)有職 不動産業 山口県 周南市遠石2-3-1 http://www.toishi.co.jp

1498 (有)アローム
生活関連サービ
ス・娯楽業

山口県 周南市遠石3-6-85 http://www.toishi.co.jp

1499 (株)国可 建設業 山口県 光市浅江1-17-29
1500 （有）湊家 飲食店、宿泊業 山口県 周南市入船町1-29

1501
（株）トクヤマロジス
ティクス

運輸業 山口県 周南市入船町7-18

1502 岡田産業(株)
サービス業（他に
分類されないも
の）

山口県 周南市築港町10-10

1503 光東(株) 不動産業 山口県 下松市東海岸通り1-7 http://www.koto-corp.co.jp

1504 （株）山陽機械センター 卸売・小売業 山口県 下松市東海岸通り1-8 http://www.sanyo-co.jp/

1505 山陽リース（株） 不動産業 山口県 下松市東海岸通り1-8 http://www.sanyo-co.jp/

1506 (株)美西 建設業 山口県
下松市大字西豊井字能行
200-5

1507 ＢＩ-ＳＥＩ(株)
サービス業（他に
分類されないも
の）

山口県 周南市大字大河内700-349

1508 弘木工業(株) 製造業 山口県 下松市西豊井1349 http://www.hiromoku-kogyo.co.jp

1509 近藤商事　株式会社 卸売・小売業 山口県 下松市大字西豊中1404-5 http://www.kondou-shoji.co.jp

1510 新山陽剪断　株式会社 製造業 山口県 周南市港町12-26
1511 ㈱インテリアフクタ 建設業 鳥取県 鳥取市元魚町４－１０１ http://www.if-101.com

1512 ㈲エスジーシステム
専門・技術サー
ビス業

鳥取県
鳥取市緑ヶ丘１－１０－
１２

http://www.sg3.jp/

1513
カフェレストラン　ク
ローバー

飲食業 鳥取県 米子市尾高２７７４－１

1514 （株）日星クリエイト 卸売業 鳥取県
西伯郡伯耆町久古１２７
－３

http://www.nissei-create.co.jp

1515
株式会社　インテリア
セオ

室内装飾 鳥取県 米子市米原１－７－１ http://www.interior-seo.co.jp

1516 株式会社　カノン 被服製造 鳥取県 米子市八幡４９５

1517
有限会社　アイケー・産
業システム

機械製造 鳥取県 米子市諏訪１７０５－１

1518 株式会社　実重鉄工所 建設業 鳥取県 米子市蚊屋２４６－４

1519
光電気通信システム　株
式

電気機器製造 鳥取県 米子市両三柳３０２ http://www.hikari-system.com/

1520 有限会社　野口運送 運送業 鳥取県
東伯郡琴浦町八幡２２５
－１

http://nogu-chi.com/

1521 有限会社　日野運送 運送業 鳥取県
米子市石州府７５９－１
４

1522
有限会社　ロイヤルコー
ヒー

飲食業 鳥取県 米子市旗ヶ崎２１３６ http://www4.ocn.ne.jp/~royalcof/

1523 Cocoro Ribbon
サービス業（他に
分類されないも
の）

島根県
松江市朝日町４９８　松
江センタービル３Ｆ

1524
GRACIA　エステティック
サロン

生活関連サービ
ス業、娯楽業

島根県
松江市西川津町４２７１
ヴィーナスガーデン2階
202号

http://www.gracia-esthe.com/

1525 グリッター
生活関連サービ
ス業、娯楽業

島根県
松江市東朝日町１２５－
６

1526 有限会社　石原溶接 製造業 島根県
松江市東出雲町錦浜５８
３－１４

1527 石倉製瓦　有限会社 建設業 島根県
松江市東出雲町揖屋１２
１４番地１



1528
有限会社ココ・DE・プラ
ンニング

金融業、保険業 島根県 出雲市姫原3丁目1番地4

1529 株式会社島根人材育成
教育、学習支援
業

島根県 出雲市江田町290GS会館

1530 有限会社フジ電器 卸売業、小売業 島根県 出雲市小山町300-5
1531 サンコー印刷㈱ 製造業 岡山県 総社市真壁871-2 http://www.sankopr.co.jp/

1532
Clover ipse㈱（クロー
バーイプセ）

生活関連サービ
ス・娯楽業

岡山県
岡山市北区田中117-19-
101

http://c-ipse.com/

1533 タマデン工業㈱ 製造業 岡山県 玉野市玉原3-7-2

1534
ひらの社会保険労務士事
務所

専門・技術サー
ビス業

岡山県
岡山市中区古京町1-5-7相
生橋ビル401

http://www.roumusos.jp/

1535 ㈱太陽コーポレーション 卸売・小売業 岡山県 和気郡和気町福富613-19 http://taiyo-corporation.com/

1536 ㈲住人十彩 卸売・小売業 岡山県 岡山市北区今7-6-8 http://www.saku-la.com/

1537 ㈱Sketch 建設業 岡山県 岡山市北区田中111-104 http://sketch-arc.com/

1538 アルスタイル㈱ 飲食店、宿泊業 岡山県 岡山市中区樶155-5 http://fpcolabo.jp/
1539 田中商事（株） 建設業 岡山県 津山市一宮1300-1
1540 （株）住宅産業センター 建設業 岡山県 津山市志戸部214-5 http://www.jyutaku-sangyo.co.jp/

1541 （株）生駒会計事務所
専門・技術サー
ビス業

岡山県 津山市東一宮76-10

1542 湯快感 花やしき 飲食店、宿泊業 岡山県 真庭市湯原温泉21 http://www.y-hanayashiki.co.jp/

1543 （株）モコガレージ
サービス業（他に
分類されないも
の）

岡山県 津山市昭和町2-127-3 http://www.mokogarage.jp/

1544 富士岡山運搬機（株） 卸売・小売業 岡山県 津山市津山口111-1

1545 （有）村上モータース
サービス業（他に
分類されないも
の）

岡山県 津山市新野東1107

1546 （株）KEEPRIZE 卸売・小売業 岡山県 津山市中村324-1
1547 （有）がざい石はら 卸売・小売業 岡山県 津山市沼87-21

1548 （株）バンバラ自工
専門・技術サー
ビス業

岡山県 津山市茅町85

1549 作東土木運送（株） 建設業 岡山県 美作市江見448-1
1550 （株）木の里工房 木薫 製造業 岡山県 英田郡西粟倉村長尾739-5 http://www.mokkun.co.jp/

1551 ㈱松本酒店 卸売・小売業 広島県 広島市中区舟入南1-3-15

1552 ㈲スタイリスト進
生活関連サービ
ス・娯楽業

広島県
広島市安芸区矢野西4-3-
11

http://surge-hair.com

1553 ㈲キッチンイシイ 製造業 広島県 尾道市栗原町9775-1 http://sakura.com

1554 ㈱G-net
教育、学習支援
業

広島県
広島市中区大手町3-8-4
大手町佐野ビル2F

1555 メディカルシステム㈱ 情報通信業 広島県
広島市西区井口5-15-9
MSビル

http://www.medical-systems.co.jp

1556 ㈱アークライン
サービス業（他に
分類されないも
の）

広島県
広島市西区中広町3-3-26
ハイピービル2F

http://www.arcline.co.jp

1557 竹の子の里㈱ 医療、福祉 広島県 大竹市新町1-7-2

1558 ㈱ロカヒ
生活関連サービ
ス・娯楽業

広島県
広島市中区舟入幸町21-
25-403

http://www.hawaiistyle.co.jp

1559
あおぞら特定社会保険労
務士事務所

専門・技術サー
ビス業

広島県 広島市中区上幟町1-16

1560 坂本デニム㈱ 製造業 広島県 福山市神辺町平野231 http://www.sakamoto-d.co.jp

1561 食の縁グループ㈲ 飲食店、宿泊業 広島県
広島市中区中町1-13　日
信ビル1F

1562 ㈱リーフファクトリー 農業・林業 広島県
広島市安佐北区白木町小
越1444-8

1563 ㈱Reroom 不動産業 広島県 呉市広古新開1-8-36
1564 ㈱アイ・デジット 情報通信業 広島県 府中市上下町上下1004-3 http://pacocom.ptu.jp

1565 ㈱山崎精研 建設業 広島県 廿日市市木材港南4-16
1566 ㈲クリエイト 建設業 広島県 広島市佐伯区坪井2-557-2

1567 bonum 飲食店、宿泊業 広島県
広島市中区三川町10-12-
1F

1568 legami
生活関連サービ
ス・娯楽業

広島県
広島市中区上八丁堀5-5-
103

1569
㈱アペックスインターナ
ショナル

飲食店、宿泊業 広島県 福山市南蔵王町2-16-5

1570 ㈱ファミリーフード 飲食店、宿泊業 広島県 福山市南蔵王町2-16-5



1571 Ve-nus　五日市店
生活関連サービ
ス・娯楽業

広島県
広島市佐伯区五日市駅前
2-18-32

1572 ㈲マルイチ水産 漁業 広島県
江田島市沖美町美能946-
32

1573 ㈱ユービーライフ
サービス業（他に
分類されないも
の）

広島県 福山市神辺町川南3158-1 http://www.suidou-kyuukyuu.com/

1574
㈱ル・ジャルダン　グル
マン

飲食店、宿泊業 広島県 広島市西区古江東町11-35

1575 ㈲ハマダ理・美容院
生活関連サービ
ス・娯楽業

広島県 広島市東区光町1-11-13

1576 ㈱福々庵 製造業 広島県
広島市西区己斐本町1-24-
1

1577
マッサージ治療院　セラ
ヴィ

医療、福祉 広島県
広島市中区東白島町20-7
アビリオ東白島1F

1578 ㈱山工 建設業 広島県
広島市安佐南区緑井7-27-
9-8

1579 ㈱美はる社 製造業 広島県 広島市西区三篠町1-14-3 http://www.miharusha.co.jp

1580
合同会社　フローリスト
なかむら

卸売・小売業 広島県 呉市中通2-6-3 http://shop.florist-natural.com/

1581
㈱ヨシミエレクトロニッ
クス

製造業 山口県 下関市永田本町2-2-6 http://www.yoshimi-e.jp

1582 ㈱　山陽電工 建設業 山口県
下関市長府松小田本町15-
27

1583 ㈲　エステック 製造業 山口県
下関市菊川町大字西中山
字河べら326-2

1584 ㈱　防長経済新報社 情報通信業 山口県 下関市伊崎町1-8-12 http://www.bkss.co.jp

1585 西日本管工事　㈱ 建設業 山口県 下関市小月南町6-16

1586 NPO　さくらんぼ 医療、福祉 山口県
下関市長府中土井北町6-
18

1587 サンテレコム　㈱ 卸売・小売業 山口県 下関市宝町1-6
1588 ㈲　セイコウ 製造業 山口県 下関市大和町2-2-8 http://seikou1955.jp/

1589 ジャパンマリン　㈱ 建設業 山口県 下関市彦島迫町4-12-4

1590 オンガネジャパン　㈱ 卸売・小売業 山口県
下関市大和町1-16-1漁港
ﾋﾞﾙ本館南2階

http://ongane.co.jp

1591 ㈱　ホンダコミカ 卸売・小売業 山口県 下関市宝町5-5
1592 ㈱　西部水道機器製作所 建設業 山口県 下関市椋野町2-16-15 http://www.axis.or.jp/"seibuwm

1593 市村蒲鉾有限会社 製造業 山口県 下関市吉見本町2-16-7
1594 大田造船　㈱ 製造業 山口県 下関市江の浦町6-1-18 http://www.ohta-zousen.co.jp

1595
ティアールケイ不動産
㈱

飲食店、宿泊業 山口県 下関市赤間町6-2 http://www.tdhs.co.jp

1596 吉田商事(有) 卸売・小売業 山口県 美祢市美東町冥名454-1
1597 宮本工業(株) 建設業 山口県 宇部市船木14-8

1598 共美工業(株) 製造業 山口県
宇部市大字川上字白石
133-4

http://kyomi.jp/publics/index/2/

1599 近本電業(株) 建設業 山口県 宇部市松山町5-10-27
1600 金子運送(有) 運輸業 山口県 宇部市大字善和207-14
1601 三嶋電業(株) 建設業 山口県 宇部市五止目山町2-1 http://www.hoinet.com/housing_environment/mishima/index.htm

1602 山口管財(株)
サービス業（他に
分類されないも
の）

山口県
宇部市大字東岐波道田
1379-1

http://www6.ocn.ne.jp/~ykc/

1603 山口保安工業(有)
サービス業（他に
分類されないも
の）

山口県
山陽小野田市大字厚狭沖
田3-10

1604 児玉印刷(株) 製造業 山口県 宇部市明神町3-4-3 http://www6.ocn.ne.jp/~p-kodama/

1605 柴崎工業(株) 製造業 山口県 宇部市大字川上字白石698 http://ube.axis.or.jp/kakusya/sibasaki.htm

1606 小野田第一交通(株)
サービス業（他に
分類されないも
の）

山口県
山陽小野田市日の出1-10-
18

http://www.y-daiichi.co.jp/onoda.html

1607 新共建設(株) 建設業 山口県 宇部市常盤町1-6-37
1608 新興電気工事(株) 建設業 山口県 宇部市明神町3-6-42
1609 新光産業(株) 建設業 山口県 宇部市大字際波1440 http://www.ube-shinko.co.jp/

1610 新川物流(株) 運輸業 山口県
宇部市常盤町1-6-37宇部
電気センタービル内

1611 (有)フジヤマ 製造業 山口県 宇部市東藤曲2-1-1



1612 (株)東谷 建設業 山口県 宇部市東見初町1-36 http://www5.tiki.ne.jp/n higashiya-1/

1613 (株)戸坂造園土木 建設業 山口県 宇部市大字東岐波3242 http://www.tosakazouen.co.jp/

1614
明石被服興業(株)宇部工
場

製造業 山口県 宇部市大字際波2420 http://www.fcc.co.jp/akashi

1615 (有)東和商会 製造業 山口県 宇部市妻崎開作799-1

1616
㈱ウィンズオペレーティ
ング

医療、福祉 山口県 山口市大内長野814-1

1617 大正白蟻工務店
専門・技術サー
ビス業

山口県 防府市佐波2-4-4 http://nttbj.itp.ne.jp/0835256004/index.html

1618 ㈱ボディークラフト
専門・技術サー
ビス業

山口県 防府市西浦1306-4 http://www7.ocn.ne.jp/~kurafuto/

1619 ㈱サンテクノス 製造業 山口県 防府市上右田1748-2 http://www.suntechnos.co.jp

1620 ㈲ネキスト 製造業 山口県 防府市新築地町
1621 ㈲小野商店 卸売・小売業 山口県 山口市下小鯖2470 http://www.fukufukumai.com/

1622 ㈲ＨＡＮＤＯＨ 建設業 山口県
山口市阿東生雲西分2386-
1

http://www18.ocn.ne.jp/~handoh/

1623 桑田醤油㈲ 製造業 山口県 防府市松崎町8-11 http://www.sugidaru-shouyu.com

1624 徳山商店連合　協同組合
サービス業（他に
分類されないも
の）

山口県 周南市糀町1-17 http://pp510.jp/

1625 新興運輸(株) 運輸業 山口県 周南市栄町2-31
1626 水木菓子舗 卸売・小売業 山口県 周南市有楽町8
1627 (株)シマヤ 製造業 山口県 周南市都町1-57 http://www.shimaya.co.jp/

1628
フジムラ経営労務管理事
務所

専門・技術サー
ビス業

山口県
光市光ヶ丘3-1山口県ソフ
トウェアセンター２Ｆ

1629 光工業(株)
教育、学習支援
業

山口県 光市和田町9-10

1630 (株)三州建設 建設業 山口県 周南市西松原1-2-22

1631
第一交通(株)　西松原営
業所

運輸業 山口県 周南市西松原4-2-4

1632 杉村テント(株) 製造業 山口県 周南市沖見町1-43
1633 (株)やはら 建設業 山口県 周南市若宮町2-22-2
1634 御影建設工業(株) 製造業 山口県 周南市入船町8-3 http://www.mikage-kk.co.jp

1635 医療法人社団　高橋内科 医療、福祉 山口県 周南市緑町1-66
1636 (株)内富海苔店 製造業 山口県 周南市遠石3-9-20

1637 東洋ボデー(株)
サービス業（他に
分類されないも
の）

山口県 周南市大字栗屋786-8

1638 (株)イソナガ 卸売・小売業 山口県 周南市大字栗屋384

1639 (株)オーパス
生活関連サービ
ス・娯楽業

山口県 周南市銀座1-2 http://www.opas.co.jp

1640 (株)防長トラベル
サービス業（他に
分類されないも
の）

山口県 周南市有楽町23 http://www.bochotravel.co.jp

1641 ㈱ＫＯＤＡＮＩきっぺい 卸売・小売業 鳥取県 鳥取市徳尾３９９－２
1642 ㈱ジェイ・エイ・エス 卸売・小売業 鳥取県 鳥取市馬場２３３－１ http://www.jss-jp.com

1643 アンジン㈱ 金融・保険業 鳥取県 倉吉市駄経寺町２－５

1644 ㈱Ａｓｕｋａ－ｉｅｉ 情報通信業 鳥取県
鳥取市元魚町２－２０１
エステートビルＶ３－３

http://asuka-iei.net

1645 高洋電機㈲ 製造業 鳥取県
鳥取市国府町新通り２－
２１６

1646 ㈲ハピュア
生活関連サービ
ス・娯楽業

鳥取県
東伯郡湯梨浜町久留３２
－２

1647 ㈲フルタ 建設業 鳥取県
鳥取市福部町湯山１９０
６－４

http://www.ncn-t.net/furuta.com

1648 ㈲はまぶん 卸売・小売業 鳥取県
鳥取市南吉方１－１１０
－２

http://i-hamabun.com

1649 ㈱プラスビッツ 情報通信業 鳥取県
鳥取市松並町２－１６０
城北ビル３０８号

http://www.plusbits.jp

1650 ㈲エイダン事務機 卸売・小売業 鳥取県 鳥取市南安長３－４７

1651 Ｆitness Ｊa-んぐる
教育、学習支援
業

鳥取県
鳥取市吉成南町２－９－
１０

http://webspace.ddo.jp/ja-nguru

1652 名和食鶏（有） 卸売・小売業 鳥取県 大山町豊茂７９－２



1653 ダックス（株）
サービス業（他に
分類されないも
の）

鳥取県 米子市両三柳３０９

1654 日昇工業 建設業 島根県
松江市東出雲町錦新町３
－１－４

1655
合同会社　益田自立支援
センター

サービス業（他に
分類されないも
の）

島根県
益田市白上町イー８９番
地

1656 東出雲町商工会
サービス業（他に
分類されないも
の）

島根県
松江市東出雲町揖屋１１
２５

1657 有限会社　三原住設工業 建設業 島根県
松江市東出雲町揖屋１５
０－４

1658 株式会社　タイピック 情報通信業 島根県 益田市常磐町７番３号

1659
有限会社　さあやファー
ム

農業・林業 島根県
仁多郡奥出雲町横田１３
７３－５５０

1660 株式会社　加藤商店 卸売・小売業 島根県
仁多郡奥出雲町三成１６
６７－９

1661 株式会社　布野技建 建設業 島根県
松江市東出雲町揖屋５９
１－１

1662 有限会社　a・s・k
生活関連サービ
ス業、娯楽業

島根県
松江市学園１丁目２２－
７－４０１

http://hair-ask.com/

1663 有限会社　ベレーム
生活関連サービ
ス業、娯楽業

島根県
松江市古曽志町５６７－
２６

1664 株式会社　エルフォース
サービス業（他に
分類されないも
の）

島根県 松江市灘町１２６

1665 さんきゅう印刷株式会社 製造業 島根県 松江市矢田町２１５番地 http://sankyu39.co.jp/

1666 有限会社　和光電気商会 卸売・小売業 島根県 松江市幸町８２８
1667 有限会社　太田硝子店 製造業 島根県 松江市魚町５１－１ http://www.ohta-glass.com/

1668
有限会社　ブルームふる
さとの杜

医療・福祉 島根県
仁多郡奥出雲町下横田８
９３

1669 有限会社歩布夢 卸売業、小売業 島根県 出雲市斐川町福富330

1670 Zazie－BE・Sense
生活関連サービ
ス業、娯楽業

島根県
出雲市塩冶町2074　飯国
テナント1F

1671
有限会社ヘアーレジェン
ドタカハシ

生活関連サービ
ス業、娯楽業

島根県 出雲市今市町946番地1

1672 K－BOX株式会社 製造業 島根県 出雲市斐川町荘原2212-2
1673 有限会社夢工房 建設業 島根県 出雲市塩冶町南町3-6-5

1674 株式会社ランコン 製造業 島根県
出雲市斐川町大字上庄原
1681-6

1675 (株)NEXTORE 卸売・小売業 岡山県 津山市神戸750-1
1676 日笠商事(株) 卸売・小売業 岡山県 津山市戸島634-12
1677 amour ALLIER 飲食店、宿泊業 岡山県 津山市東一宮50-17
1678 田村製麺(有) 製造業 岡山県 津山市田町75 http://www.entree.co.jp/tamura/

1679 (株)日栄工業所 製造業 岡山県 津山市神戸158-1 http://www.nichiei-kogyosho.co.jp/

1680 ㈱スミダ 医療、福祉 広島県
三原市港町3-6-3G　ア
ネックス

1681 ㈱サコダ車輌 卸売・小売業 広島県 広島市中区舟入南6-5-30 http://sakoda-g.co.jp/

1682 ㈱Roope's 建設業 広島県 広島市西区井口2-23-15-3 http://www.roopes.co.jp

1683 博栄興産㈱ 製造業 広島県 江田島市大柿町柿浦672
1684 ㈱久栄建設 建設業 広島県 江田島市大柿町柿浦672 http://www.kyuei.net

1685 呉商工会議所
サービス業（他に
分類されないも
の）

広島県 呉市本通4-7-1 http:kurecci.jp/

1686
社会福祉法人　桜樹会
福祉施設　すず

医療、福祉 広島県
福山市駅家町法成寺108番
地1

1687 ㈱ホープ 医療、福祉 広島県
福山市駅家町万能倉1048-
9

1688 MOLDNEST-RIZID 卸売・小売業 広島県
広島市中区三川町7-19-
101

1689 丸菱自動車㈱
サービス業（他に
分類されないも
の）

広島県 竹原市下野町3011-1 http://www.marubishi-j.com

1690 朝日食品容器㈱ 卸売・小売業 広島県 呉市築地町4-29 http://www.asahi-f-p.com



1691
㈱エスアンドディーコー
ポレーション

卸売・小売業 広島県
広島市東区牛田東2-2-25-
301

1692 ㈱ミカサ 製造業 広島県
広島市安佐北区安佐町久
地1番地

http://www.mikasasports.co.jp

1693 Skip　a　beat　heir
生活関連サービ
ス・娯楽業

広島県
広島市西区己斐本町3-6-
13

1694 ㈱広の島 医療、福祉 広島県 広島市安佐南区古市3-5-3 http://www.hironoshima.com

1695 ㈱勝光山研究所
専門・技術サー
ビス業

広島県 庄原市西本町４丁目588-1

1696 社法　新永福祉会 医療、福祉 山口県 長門市東深川提山62-27 http://keikouen.jp/
1697 ㈱　大津屋 製造業 山口県 下関市横野町2-16-12 http://www.ohtsuya-shoyu.com

1698 ㈱　サン山口 建設業 山口県 下関市小月茶屋町2-8-30 http://www2.odn.ne.jp/sunyama

1699 ㈱　テクノライフ 建設業 山口県 下関市清末中町1-4-25
1700 下関三菱自動車販売　㈱ 卸売・小売業 山口県 下関市幡生宮の下町7-15 http://www.shimonoseki-mitsubishi.co.jp

1701 ㈲北浦電工 建設業 山口県
下関市豊浦町大字川棚
1589

1702 ㈱村田実商店 製造業 山口県 下関市大字福江703-1 http://www.m-murata.co.jp

1703 ㈱中冷 製造業 山口県 下関市彦島西山町4-10-6 http://www.chuurei.co.jp/

1704 ㈲太平薬品 医療、福祉 山口県 下関市上新地町2-2-7
1705 ㈲あすなろ薬局 医療、福祉 山口県 下関市小月茶屋町2-1-18
1706 下関唐戸魚市場　㈱ 卸売・小売業 山口県 下関市彦島西山町4-11-39 http://www.karato.jp/

1707 ㈲アカホリ
生活関連サービ
ス・娯楽業

山口県
下関市岬之町5-14ｱｶﾎﾘ
パーキング1Ｆ

http://akahori.hp-ez.com

1708 ＫＤテクノ　㈲ 建設業 山口県 下関市楠乃町2-438-4

1709 ㈲ＡＱＵＡ
専門・技術サー
ビス業

山口県 下関市唐戸町4-1-605

1710 成建工業（株） 建設業 山口県
宇部市大字西岐波字道徳
5139-7

http://www.seiken-k.com

1711 前村電気工事（株） 建設業 山口県 宇部市神原町2-8-51 http://www.maemura-denki.co.jp/

1712
前田機工（株）宇部営業
所

卸売・小売業 山口県
宇部市大字東須惠中野
716-1

http://www.maedakiko.com/

1713 前田産業（株） 建設業 山口県 宇部市寿町3-5-23
1714 オータニ（株） 建設業 山口県 宇部市助田町7-13 http://www.ootanikensetsu.com

1715 中原興業（株） 建設業 山口県
山陽小野田市新沖3-1-
2210

1716 中国アセチレン（株） 製造業 山口県 宇部市大字東須惠3903-3 http://chuase.net/

1717 中国警備保障（株）
サービス業（他に
分類されないも
の）

山口県 宇部市大字川上208-2

1718 長門自動車（株） 卸売・小売業 山口県 宇部市若松町6-1
1719 （株）日高 製造業 山口県 宇部市大字小串72-21

1720 （株）ダスキン山口
サービス業（他に
分類されないも
の）

山口県 宇部市居能町3-4-45 http://www.duskin-yamaguchi.co.jp

1721 山陽ビル管理（株）
サービス業（他に
分類されないも
の）

山口県 宇部市居能町3-4-45 http://www.duskin-yamaguchi.co.jp

1722 美祢第一交通（有）
サービス業（他に
分類されないも
の）

山口県
美祢市大嶺町東分前田
417-1

http://www.y-daiichi.co.jp/mine.html

1723 福永商事（株） 卸売・小売業 山口県 宇部市浜町2-12-4 http://www.kk-fukunaga.co.jp/

1724
鳳興産（株）レークスワ
ン

生活関連サービ
ス・娯楽業

山口県 美祢市豊田前町麻生下 http://www.lakeswan-mine.jp

1725 木下税理士事務所
サービス業（他に
分類されないも
の）

山口県 宇部市明治町1-8-11 http://www.kinonet.co.jp

1726 （有）サロンケーワイ
生活関連サービ
ス・娯楽業

山口県 宇部市南小串2-4-6-2 http://www.salonky.jp

1727
（有）ロイヤルシティホ
テル

飲食店、宿泊業 山口県 宇部市東新川町1-28 http://www.ube-royalcityhotel.jp

1728 （株）クルス 建設業 山口県 宇部市西平原2-9-17 http://www.ube-kurusu.co.jp

1729 （株）太陽家具百貨店 卸売・小売業 山口県 宇部市東藤曲2-5-30 http://www.taiyo-furniture.com/outline/

1730 中国水工（株）
専門・技術サー
ビス業

山口県 宇部市居能町1-5-33 http://chu-sui.co.jp/

1731
（有）ムラカミシステム
エイド

情報通信業 山口県
宇部市大字上宇部下友田
2504-3



1732 （株）Ｍ．Ｉ．Ｗ 製造業 山口県 美祢市於福町町上3565-1 http://www3.ocn.ne.jp/~nantetu/

1733 マリヤ化粧品店
サービス業（他に
分類されないも
の）

山口県 宇部市昭和町1-4-11 http://www.ac.auone-net.jp/~mariya/

1734 マリヤ美容室
サービス業（他に
分類されないも
の）

山口県 宇部市昭和町1-4-11 http://www.ac.auone-net.jp/~mariya/

1735 （有）パルスタジオ
サービス業（他に
分類されないも
の）

山口県 宇部市大字東須惠710-4

1736 （株）宇部貨物 運輸業 山口県 宇部市大字善和176-11 http://www.ubekamotu.com/

1737 ㈱ＳＵＮＹＯＵ 製造業 鳥取県 鳥取市千代水１－１－７ http://www.sunyoujp.com

1738 みどりハウス㈲
専門・技術サー
ビス業

鳥取県 鳥取市南町５１２

1739 ㈱ファイナール 製造業 鳥取県 鳥取市上味野１５ http://finarl.co.jp

1740
中部技術コンサルタント
㈱

専門・技術サー
ビス業

鳥取県 倉吉市井出畑６９－２ http://ctccivil.jp/

1741
㈱ＴＨＥ　ＮＡＴＵＲＥ
Ｓ

卸売・小売業 鳥取県 鳥取市川端１－２１０ http://nollys.net

1742 ㈱山本鉄工所 製造業 鳥取県
鳥取市気高町奥沢見８８
３－６

1743 ㈱ＴＲＳ
サービス業（他に
分類されないも
の）

鳥取県 鳥取市行徳１－３０８

1744 ㈱鳥取介護サービス 医療、福祉 鳥取県 鳥取市国安９５９－３ http://www.tottorikaigo.com

1745 ＡＮＧＥＬ　ＨＯＵＳＥ 卸売・小売業 鳥取県 鳥取市栄町７６４ http://www.angelwanwan.jp/

1746 ㈱三立 卸売・小売業 鳥取県 鳥取市叶１５０－６ http://www.sanritz-bird.co.jp

1747 山本金属工業株式会社 製造業 鳥取県 米子市淀江町今津１３６
1748 社会福祉法人日翔会 医療、福祉 鳥取県 日野郡日野町根雨７３０
1749 医療法人社団日翔会 医療、福祉 鳥取県 日野郡日野町根雨７３０
1750 （株）三徳興産 建設業 鳥取県 米子市榎原１４５２－１

1751 （有）安全ガラス
サービス業（他に
分類されないも
の）

鳥取県 米子市吉岡６９－１４

1752 （株）ウチダレック 不動産業 鳥取県 米子市米原５－５－１７
1753 （医）昌生会 医療、福祉 鳥取県 米子市中島２－１－４６

1754 陶山醤油（株） 製造業 鳥取県
米子市淀江町佐陀１２９
１－６

1755 （有）共立製缶工業 製造業 鳥取県 米子市吉岡３５６－５
1756 （協）レングス 建設業 鳥取県 南部町法勝寺７０
1757 （株）百合貿易 卸売・小売業 鳥取県 米子市米原２－１－１

1758 アルプロン製薬株式会社 製造業 島根県
雲南市加茂町南加茂１２
０４－１

1759
サン電子工業株式会社益
田工場

製造業 島根県
益田市虫追町ロ３２０－
５４

1760
株式会社　浅野歯車製作
所

製造業 島根県
松江市矢田町２５０番地
１０８

1761 有限会社　塚谷三方園 建設業 島根県
松江市東出雲町出雲郷１
０７７－１

1762 有限会社　丸善オート
サービス業（他に
分類されないも
の）

島根県
松江市東出雲町錦浜５８
３－１３

1763 g air
サービス業（他に
分類されないも
の）

島根県
松江市西川津町７７４－
２７

1764 Gwind株式会社
サービス業（他に
分類されないも
の）

島根県
松江市東出雲町揖屋２４
５０

1765 株式会社吉岡製菓 製造業 島根県 出雲市斐川町荘原1073-6

1766 株式会社直江の家 医療・福祉 島根県
出雲市斐川町直江1231番
地1

1767 京彩厨房　なが田
宿泊業、飲食
サービス業

島根県 出雲市大津町2096-20

1768 株式会社虹の手 医療・福祉 島根県 出雲市小山町333-1

1769 MIYA社労士事務所
専門・技術サー
ビス業

岡山県 岡山市北区白石431-6



1770
社会保険労務士事務所
ディー総研

専門・技術サー
ビス業

岡山県
岡山市北区島田本町2-5-
35

1771 ㈲保険のカタオカ 金融・保険業 岡山県 岡山市南区下中野1424-25 http://h-kataoka.com/

1772 ありとも 情報通信業 岡山県 岡山市北区延友418-6 http://alitomo.com/

1773 ㈲オノダデンソー
サービス業（他に
分類されないも
の）

岡山県 岡山市南区豊成2-3-7

1774 ㈱ミスターサービス 運輸業 岡山県 岡山市中区桑野110-2 http://mr-service.jp/

1775 ㈱VOX　international 卸売・小売業 岡山県 岡山市中区下80-3-2F http://www.rakuten.co.jp/vox/

1776 ㈱GROW'S
生活関連サービ
ス・娯楽業

岡山県
岡山市北区田町1-2-6-2ハ
イエスト田町2F

1777 ㈲ヒロハウス 医療、福祉 岡山県
倉敷市児島下の町４－１
３－４６

http://wｗｗ.hirohouse.com

1778
医療法人王慈会　王子脳
神経外科病院

医療、福祉 岡山県
倉敷市児島下の町５－２
－１７

http://wｗｗ.ohji-nouge.or.jp/

1779 十合物産㈱
宿泊業、飲食
サービス業

岡山県 倉敷市笹沖１３６５

1780
倉敷ステーションホテル
㈱

宿泊業、飲食
サービス業

岡山県 倉敷市阿知２－８－１ http://wｗｗ.kurashiki-sh.co.jp

1781 ㈲マツオモータース
学術研究、専
門・技術サービ
ス業

岡山県 倉敷市新田３０１６－１ http://wｗｗ.matsuo-motors.co.jp

1782 ㈱いのうえ
サービス業（他に
分類されないも
の）

岡山県 倉敷市二日市５１１－１ http://wｗｗ.everhall.co.jp

1783 倉敷製帽㈱ 卸売・小売業 岡山県 倉敷市羽島６５－７
1784 ㈱岡本工業所 建設業 岡山県 総社市総社１２８８

1785 ㈲小川製作所 製造業 岡山県
総社市赤浜６００（テク
ノパーク総社内）

http://www.ogwss.co.jp

1786 ㈱角藤田 卸売・小売業 岡山県 総社市中央２－５－１

1787
（福）経山会　特別養護
老人ホーム三清荘

医療、福祉 岡山県 総社市久米４８－１ http://wｗｗ.

1788 ㈲前田潔商店 卸売・小売業 岡山県
総社市赤浜５００（テク
ノパークそ総社内）

1789 ㈱ナラムラ 建設業 岡山県
総社市清音柿木６９７－
１

http://wｗｗ.naramura.jp

1790 丸口重機工業㈱
サービス業（他に
分類されないも
の）

岡山県 倉敷市中畝１－５－３８

1791
丸正製粉㈱ゴルフ事業部
吉備カントリークラブ

サービス業（他に
分類されないも
の）

岡山県 総社市新本２８００－１

1792 総社花萬㈱
サービス業（他に
分類されないも
の）

岡山県
総社市中央２－１１－２
８

1793 吉田米穀買㈱ 卸売・小売業 岡山県
倉敷市水島西寿町２－２
２

1794 福栄産業㈱ 製造業 岡山県 倉敷市南畝６－８－４１
1795 吉田化成㈱ 製造業 岡山県 倉敷市昭和１－３－２８

1796
（福）藍山会　特別養護
老人ホーム太陽の丘

医療、福祉 岡山県
倉敷市連島町西之浦３３
９０

1797
㈲山陽クリエイトサービ
ス

サービス業（他に
分類されないも
の）

岡山県 倉敷市船穂１０７４－１ http://wｗｗ.matsuo-motors.co.jp/

1798 （株）フレックス 卸売・小売業 岡山県 津山市沼6-8 http://flex-g.com/
1799 （株）廣陽本社 製造業 岡山県 津山市田町22

1800 ㈱鯉城協同
サービス業（他に
分類されないも
の）

広島県 広島市中区富士見町16-22

1801
㈱アイエスエフネットラ
イフ　呉

医療、福祉 広島県
呉市宝町1-10　呉駅西共
同ビル4階

http://www.isfnetlife.com

1802 広島空港ビルディング㈱ 不動産業 広島県 三原市本郷町善入寺64-31 http://www.hiroshima-airport.com

1803
㈲ヤチヨグループ　リ
ファイン　ヤチヨ

生活関連サービ
ス・娯楽業

広島県 三原市城町1-5-16 http://www.refine-yachiyo.jp

1804 天使のティアラ
生活関連サービ
ス・娯楽業

広島県 三原市本郷南3-20-10



1805 ㈱ニックスケア 医療、福祉 広島県 安芸郡府中町鶴江2-20-5 http://www.nix-net.co.jp/home/nursing

1806
学校法人ひらた学園IWAD
環境福祉専門学校

教育、学習支援
業

広島県
広島市南区比治山本町14-
22

http://www.iwad.ac.jp

1807 ㈲瀬戸鉄工 製造業 広島県 呉市川尻町上畑1068-4 http://www.yakiiriko.com

1808 芸陽バス㈱ 運輸業 広島県 東広島市西条西本町21-39 http://www.geiyo.co.jp

1809 ヒロボシ㈱ 卸売・小売業 広島県
広島市西区商工センター
2-16-17

http://www.hiroboshi.com

1810 田邊農園 農業・林業 広島県
広島市安佐北区白木町井
原2385-3

http://www.tanabe-farm.com/

1811 小林ゴム工業㈱ 製造業 広島県
広島市安佐南区祇園3-12-
29

1812 ㈲エイエムティ 卸売・小売業 広島県 呉市中央3-5-6-402

1813
㈱ＹＥＳ(セブンイレブン
吉見）

卸売・小売業 山口県 下関市吉見新町2-3-16

1814
レーブへアー　中嶋　一
彰

専門・技術サー
ビス業

山口県 下関市綾羅木本町3-5-15

1815
社福法人菊水会　 きくが
わ苑

医療、福祉 山口県
下関市菊川町大字下岡枝
1064

http://www.kikugawaen.or.jp

1816 日環特殊㈱ 建設業 山口県 下関市山の田東町7-1
1817 ぶち介護サービス㈱ 医療、福祉 山口県 下関市山の田東町1-20 http://www.buchi-kaigo.com

1818 ㈲ホームケァ彦島 医療、福祉 山口県 下関市弟子待東町8-1
1819 ㈱和田又 卸売・小売業 山口県 下関市長府扇町6-30
1820 河崎冷熱㈱ 建設業 山口県 下関市生野町2-31-13 http://www.kawarei.co.jp

1821 アリフク印刷㈱ 製造業 山口県
下関市豊北大字粟野4896-
8

1822 山下工業　㈱ 建設業 山口県 下関市長府扇町11-2

1823 江原会計事務所
専門・技術サー
ビス業

山口県 下関市武久町1-39-26

1824 林兼コンピユーター㈱ 情報通信業 山口県 下関市東大和町14-50 http://www.hcc-com.co.jp

1825 フジミツ㈱ 製造業 山口県 長門市東深川2537-1 http://fujimitsu.jp

1826 ㈱エコプラン
サービス業（他に
分類されないも
の）

山口県 下関市綾羅木本町7-17-13 http://ecoplan21.net

1827 宇部海陸交通(株) 運輸業 山口県 宇部市東本町1-9-17
1828 末次木工所 製造業 山口県 宇部市寿町1-4-6

1829 (株)ＭＯＴ総合研究所
専門・技術サー
ビス業

山口県
宇部市常盤台2-16-1山口
大学ビジネスインキュ
ベーション施設

http://www.mot-ri.co.jp

1830 ㈱エボリューシュン 卸売・小売業 山口県 山口市吉敷下東1-7-37 http://www.facebook.com/evoryushon/

1831 特非)山口ｳｯﾄﾞﾑｰﾝﾈｯﾄﾜｰｸ 医療、福祉 山口県 山口市周布町2-8 http://blog.canpan.info/woodmoon

1832 西京産業㈱ 建設業 山口県 山口市江崎3083-6 http://www.k2-homes.com/hp/saikyo55/

1833 周南造園（株） 建設業 山口県
下松市大字切山３０６番
地の４

http://www.midorino-eki.net

1834 野田重工運輸倉庫(株) 運輸業 山口県 下松市生野屋南1-3-1

1835 (株)サンリク 運輸業 山口県
周南市大字久米字沖角田
3035-1

1836
しゅうなん若者サポート
ステーション

サービス業（他に
分類されないも
の）

山口県 周南市栄町2-55 http://www.s-saposute.com/

1837 (株)周南自動車センター
教育、学習支援
業

山口県 周南市大字栗屋1041-2 http://www.shunan-ds.co.jp

1838 (株)山陽パーツ 卸売・小売業 山口県 周南市久米1032-19

1839
(株)エス・ケイ・ベン
チャーズ

金融・保険業 山口県 周南市銀南街21番地 http://www.skv.jp

1840 三友鋳造(株) 製造業 山口県 下松市平田100 http://www7.ocn.ne.jp/~sanyu/

1841 西京リース（株） 金融・保険業 山口県 周南市銀南街4番地
1842 西京カード(株) 金融・保険業 山口県 周南市銀南街4番地
1843 (株)ピアレス 飲食店、宿泊業 山口県 岩国市室の木町1-1-28

1844
トヨタカローラ山口
（株）

卸売・小売業 山口県 周南市新地1-6-1 http://www.corolla-yamaguchi.com

1845
特別養護老人ホーム　小
田川荘

サービス業（他に
分類されないも
の）

岡山県 井原市芳井町川相３５１ http://www.odagawasou.or.jp

1846 社会福祉法人松園福祉会 医療、福祉 岡山県 倉敷市玉島勇崎1044 http://www.asunaro.or.jp

1847 ㈲梶原架設 建設業 岡山県 倉敷市福井６７－１１



1848 ㈱ニッコーテック 製造業 岡山県 倉敷市安江４６１－８

1849 ㈲サロン・ド・マミ
生活関連サービ
ス・娯楽業

岡山県 倉敷市水江１４２０－７

1850 ㈱かないど
宿泊業、飲食
サービス業

岡山県 総社市西郡４５２－１

1851 タイメック 製造業 岡山県 総社市西郡１９７－１ http://timec.co.jp

1852 ㈱丸文 運輸業 岡山県
倉敷市連島町連島１３３
－１

http://www.marubun-car.jp

1853
㈱ＪＦＥメカフロント倉
敷

サービス業（他に
分類されないも
の）

岡山県 倉敷市水島川崎通１

1854 ジーエス縫製㈱ 製造業 岡山県 総社市井手１１６２－１ ｈｔｔｐ:／／ｇｓｈｏｕｓｅｉ.ｃｏ.ｊｐ

1855 ㈱光畑設計
学術研究、専
門・技術サービ
ス業

岡山県 総社市長良８３７

1856 黒江建築 建設業 岡山県
倉敷市連島町鶴新田２３
２２－４

1857 ㈱タケヤリ 製造業 岡山県 倉敷市曽原４１４

1858 倉敷化工(株) 製造業 岡山県
倉敷市連島町矢柄四の町
４６３０

http://www.kuraka.co.jp

1859 DAY　EYE 卸売・小売業 岡山県 倉敷市沖１０８－１２
1860 ㈱シマダオール 卸売・小売業 岡山県 倉敷市中畝７－４－７ http://www.shimada.co.jp

1861 未来住宅サービス㈱ 建設業 岡山県
倉敷市連島中央５－１９
－１９

1862 Theia hair design
専門・技術サー
ビス業

岡山県
倉敷市中島８２８－１都
市開発ビル中島２F ２０
２号

http://theia-hair.com

1863
サノヤス造船㈱水島製造
所

製造業 岡山県
倉敷市児島塩生２７６７
－２１

http://www.sanoyas.co.jp

1864 ㈱サノテック岡山事業所 情報通信業 岡山県
倉敷市児島塩生２７６７
－２１

http://wｗｗ.sanotec.co.jp

1865 倉敷シーサイドホテル
宿泊業、飲食
サービス業

岡山県
倉敷市児島塩生２７６７
－２１

http://wｗｗ.

1866
サノヤス安全警備株式会
社倉敷営業所

サービス業（他に
分類されないも
の）

岡山県
倉敷市児島塩生２７６７
－２１

1867
エルバ社会保険労務士・
行政書士等事務所

学術研究、専
門・技術サービ
ス業

岡山県 倉敷市昭和２－１－５７ http://wｗｗ.

1868 ㈲守屋建具店 製造業 岡山県 倉敷市二日市６３－１
1869 ㈱セットアップ 製造業 岡山県 倉敷市堀南７８５－１ http://wｗｗ.setup-group.com

1870
社会福祉法人スキーム福
祉の会

医療、福祉 岡山県
総社市清音三因１０７４
－１

http://wｗｗ．green-river.or.jp

1871
特別養護老人ホーム　み
ゆき園

医療、福祉 岡山県 倉敷市幸町

1872 ㈲ソレイユ 医療、福祉 岡山県 倉敷市浜ノ茶屋1-8-5 http://wｗｗ.jukou3.com

1873 ㈲プラス・サム 医療、福祉 岡山県 倉敷市玉島黒﨑５５７７ http://wｗｗ.care-net.biz//33/seeside-sami/

1874 ㈲大洋堂 卸売・小売業 岡山県 倉敷市船倉町１２６４

1875 大印㈱　倉敷大果 卸売・小売業 岡山県
倉敷市西中新田５２５－
１

1876 ㈱長山鉄工所 製造業 岡山県
倉敷市福田町浦田５０１
－１３４

http://wｗｗ.nt-nagayama.co.jp/

1877 ㈲グランディーオート
サービス業（他に
分類されないも
の）

岡山県 総社市井出２０９－１ http://wｗｗ.grandy-auto.com/

1878 ㈱マルキューフーズ
宿泊業、飲食
サービス業

岡山県 総社市門田３９

1879 ㈱ナルミ 建設業 岡山県 総社市上林１７５３－４
1880 アキテックラボ㈱ 製造業 岡山県 製造業

1881
医療法人行堂会　介護老
人保険施設ナーシング
ホーム大樹

医療、福祉 岡山県 総社市黒尾２３２

1882 ㈱イケイケオート 卸売・小売業 岡山県 総社市真壁２１１５ http://wｗｗ.ikeike.ne.jp

1883 コアテック㈱ 製造業 岡山県 総社市赤浜５００ http://wｗｗ.coretec.co.jp

1884 ㈲窪田通信工業 建設業 岡山県 総社市黒尾３１８



1885 ㈱清音金型製作所 医療、福祉 岡山県
総社市清音上中島２０８
－３

1886 テンマヤ縫製㈱ 製造業 岡山県 総社市井出１１６０－５

1887 ペガサスキャンドル㈱ 製造業 岡山県
倉敷市西阿知町１３２０
－５

https://www.pegasuscandle.com

1888
㈲ＡＫＩ情報コンサルタ
ント

教育、学習支援
業

岡山県 倉敷市白楽町１０５－６ http://wｗｗ.akijoho.com

1889 倉敷商工会議所
サービス業（他に
分類されないも
の）

岡山県 倉敷市白楽町２４９－５ http://wｗｗ.kura-cci.or.jp

1890 酒津商事㈱
電気・ガス・熱
供給・水道業

岡山県 倉敷市平田８３１－１ http://wｗｗ.sakazu-co.jp

1891 ㈱デンデン 情報通信業 岡山県
倉敷市老松町４－６－１
１

1892 ㈱倉敷ケーブルテレビ 情報通信業 岡山県 倉敷市中島２６６－１ http://wｗｗ.kct.co.jp

1893 ㈱ソイル工学 卸売・小売業 鳥取県 鳥取市千代水２－４５ http://soilkougaku.com

1894 ＮＥ製作所 製造業 鳥取県
岩美郡岩美町浦富５４５
－２１

1895 ㈲コタニ 製造業 鳥取県
岩美郡岩美町岩井２７１
－２

http://www.k-kotani.com

1896 ㈱アークス 建設業 鳥取県
東伯郡北栄町東園３１６
－３

http://www.arcs-net.jp

1897 ㈲キュート
生活関連サービ
ス・娯楽業

鳥取県
倉吉市駄経寺町７３－１
０

http://nail-qute.com

1898 ㈱イブキ 卸売・小売業 鳥取県 鳥取市本高３１５－７

1899 ㈱ムーブ
専門・技術サー
ビス業

鳥取県
鳥取市弥生町３０２－２
ギャザビル２　３Ｆ

1900 旬菜食堂三つ葉家
飲食ｻｰﾋﾞｽ、宿泊
業

鳥取県
米子市夜見町３０８１－
１１

1901 （有）マイシン測量 建設業 鳥取県 米子市永江４５５

1902 (有)盛岡フォトスタジオ
サービス業（他に
分類されないも
の）

鳥取県 米子市西福原7-6-27

1903 (有)中国塗装工業 建設業 鳥取県 米子市彦名507

1904 (有)シオテック 建設業 鳥取県
西伯郡日吉津村日吉津25-
1

http://mizumawari-pro.jp/company/tottori/31384/cid1057298/

1905 グラムデザイン
学術研究・専
門・技術サービ
ス業

鳥取県 米子市西福原3-7-32 http://gramdesign.biz/

1906 ピアノピアノ
飲食ｻｰﾋﾞｽ、宿泊
業

鳥取県 米子市万能町175

1907 しらいし内科クリニック 医療、福祉 鳥取県 西伯郡日吉津村富吉1139
1908 ㈱エムコ 製造業 鳥取県 米子市両三柳277

1909 hair Days
サービス業（他に
分類されないも
の）

鳥取県 米子市西福原6-3-36

1910 (有)米子造園 建設業 鳥取県 米子市夜見町2945-6
1911 (有)山根動物病院 医療、福祉 鳥取県 米子市米原5-6-17 http://www.hal.ne.jp/yamane-h/facframe.htm

1912 (有)照商
サービス業（他に
分類されないも
の）

鳥取県 米子市米原3-13-10

1913 (有)マリン環境研究所 卸売・小売業 鳥取県 米子市車尾3-5-28
1914 (有)寝具の木下 卸売・小売業 鳥取県 米子市旗ヶ崎2-18-1

1915 （有）青光社
サービス業（他に
分類されないも
の）

鳥取県
米子市錦町１丁目１６３
－３

http://www.seikousha-grp.com

1916 プラス1技建株式会社 建設業 島根県
松江市大草町１０５０－
２

1917 有限会社　寿山商店 製造業 島根県
松江市東出雲町揖屋２５
１０－６

1918 寿隆蒲鉾株式会社 製造業 島根県
松江市東出雲町揖屋３５
４８－２

1919
株式会社　コスモブレイ
ン

学術研究、専
門・技術サービ
ス業

島根県
松江市上乃木７丁目９番
１６号



1920
有限会社　ブルームデイ
サービス奥出雲

医療・福祉 島根県
仁多郡奥出雲町下横田８
９３

1921 株式会社　藤原茶問屋 製造業 島根県
雲南市大東町大東１６７
７－１

1922
有限会社　保険センター
トキオ

金融業、保険業 島根県
益田市あけぼの西町１０
－２

1923 有限会社　小川鉄工所 製造業 島根県
江津市都野津町２３０７
－２７

1924 有限会社　サンコー 製造業 島根県
仁多郡奥出雲町八代２５
８－１

1925 有限会社　フィット 製造業 島根県
仁多郡奥出雲町三成２４
０－１

1926 株式会社　大幸電設 建設業 島根県
松江市西津田９丁目３番
１８号

1927 江津市森林組合 農業・林業 島根県
江津市江津町５８０番地
１６

1928 有限会社　シャルル 卸売業、小売業 島根県 松江市殿町３９８

1929
農事組合法人　川平みど
り

農業・林業 島根県
江津市川平町南川上６６
３－１

1930 モルツウェル株式会社 製造業 島根県 松江市黒田町４５４－３

1931 凡蔵
宿泊業、飲食
サービス業

島根県 出雲市今市町相生町738

1932 有限会社伊藤石油 卸売業、小売業 島根県 出雲市白枝町592-2

1933 ㈲フォールシュラーク
学術研究、専
門・技術サービ
ス業

島根県 出雲市平野町393

1934 ㈲福新工業 建設業 島根県 出雲市斐川町荘原2181-2

1935 ㈱イニシ
宿泊業、飲食
サービス業

島根県 出雲市東福町1984-10

1936 ㈱小林冷蔵 卸売業、小売業 島根県 出雲市高岡町450
1937 オリーブハウス平田店 卸売業、小売業 島根県 出雲市平田町1646

1938 ㈲スタジオいずも
学術研究、専
門・技術サービ
ス業

島根県 出雲市小山町283-1

1939 ㈲影山コンサルタント
不動産業、物品
賃貸業

島根県
出雲市塩冶神前１丁目８
番５号

1940 WEDDING　SALON　ALLURE
生活関連サービ
ス・娯楽業

岡山県 岡山市北区辰巳43-109

1941 ジャパンメディック㈱ 製造業 岡山県 岡山市北区西長瀬261-101 http://www.japan-medic.co.jp/

1942 城西浪漫館 不動産業 岡山県 津山市田町122 http://tsuyama255.net/

1943 ㈱内外総合通信社 情報通信業 岡山県
岡山市北区表町1-1-40後
楽表町ビル3階

http://nspress.com/

1944 ㈱FLEXIE 医療、福祉 岡山県 岡山市北区問屋町26-102
1945 ACTIVE 建設業 岡山県 岡山市北区津高767-6
1946 （株）メガネルック 卸売・小売業 岡山県 津山市田町17-6

1947 情報ハイウェイ（協）
サービス業（他に
分類されないも
の）

岡山県 津山市河辺1042-1

1948 harmonic　salon　Cure
生活関連サービ
ス・娯楽業

広島県 福山市御幸町上岩城600-7

1949 河野上和広税理士事務所
専門・技術サー
ビス業

広島県
広島市西区大芝1-14-3
2F

http://kounoue.moo.jp

1950 サンテレコム㈱ 情報通信業 広島県 呉市海岸3-17-23
1951 ㈱ケーシーエス 情報通信業 広島県 呉市海岸3-17-23 http://www.kcsnet.co.jp

1952
㈱西日本ブラインド製作
所

製造業 広島県 広島市佐伯区八幡1-29-14

1953 ㈱PLAYGROUND
生活関連サービ
ス・娯楽業

広島県 広島市中区中町4-18　2F http://replay-hair.com

1954 おけいこハウス
教育、学習支援
業

広島県
広島市西区己斐本町3-9-
4-1

http://www.okeikohouse.jp

1955 ㈱谷口石材 製造業 広島県 庄原市西本町1-1-1

1956 川棚温泉町づくり　㈱
サービス業（他に
分類されないも
の）

山口県
下関市豊浦町大字川棚
5180

http://kawatana.com



1957
社会福祉法人緑樹会　王
喜の郷

医療、福祉 山口県 下関市王喜本町6-1-12

1958 ㈱コプロス 建設業 山口県 下関市長府安養寺1-15-13 http://www.copros.co.jp

1959 ㈱ハツタ商事
サービス業（他に
分類されないも
の）

山口県 下関市彦島本村町4-9-1

1960 ㈱みらいジャパン
サービス業（他に
分類されないも
の）

山口県 下関市東大和町2-13-1

1961 ㈱昭商 飲食店、宿泊業 山口県 下関市後田町4-23-2
1962 はまの宝石㈱ 卸売・小売業 山口県 下関市観音崎町12-7

1963 社福法　豊友会 医療、福祉 山口県
下関市豊田町大字中村
821-1

1964 やまぐち県酪乳業㈱ 製造業 山口県 下関市菊川町田部夢団地1 http://www.yamaraku.co.jp

1965 花のタムラ 卸売・小売業 山口県 下関市竹崎町3-2-5 http://www.hana-tamura.com

1966
㈲アムズ ケアセンター下
関

医療、福祉 山口県
下関市長府松小田北町15-
18

1967 ㈱山陽
サービス業（他に
分類されないも
の）

山口県 下関市長府港町7-23

1968 (有)永堀 建設業 山口県
宇部市大字上宇部2821番
地の1

1969 （株）Ｗ－Ｆａｃｔoｒｙ
サービス業（他に
分類されないも
の）

山口県 宇部市明神1-11-2

1970 Ｔ－ＷＯＲＫＳ（株）
専門・技術サー
ビス業

山口県 宇部市浜町2-11-6 http://fp-life-planning.com/

1971
㈲エスケイ・メンテナン
ス

建設業 山口県 山口市江崎1014

1972 ㈲花咲美 医療、福祉 山口県 山口市大内矢田北6-4-26

1973
㈲ハタノ・エンタープラ
イズ

教育、学習支援
業

山口県 山口市宮野下1361-1 http://hatano-eng.com

1974 ㈲セイワ工業 建設業 山口県 防府市大字下右田834-1 http://www.seiwa-hd.jp/

1975
サン・アロー化成(株)徳
山工場

製造業 山口県 周南市晴海町1-2 http://www.sun-arrow.co.jp/

1976
リラクゼーション　ひだ
まり

医療、福祉 山口県 岩国市麻里布町7-10-8

1977 (有)ほうえい堂 製造業 山口県 下松市大手町3-1-3

1978 (有)向西社
サービス業（他に
分類されないも
の）

山口県 下松市南花岡6-10-1 http://www.kouseikaikan.jp

1979 (株)周防ビル管理
サービス業（他に
分類されないも
の）

山口県 下松市大手町3-1-3

1980 周防カントリークラブ
サービス業（他に
分類されないも
の）

山口県 周南市大字長穂2393-6

1981
(株)リムーブ【ﾐｰﾙｹｱ周
南】

建設業 山口県 岩国市平田町5-45-6

1982 (株)ペルス・ネージュ 飲食店、宿泊業 山口県 光市浅江2-6-3 http://www.fw-sweethome.com

1983 光商工会議所
サービス業（他に
分類されないも
の）

山口県 光市島田4-14-15 http://www.hikari-cci.jp/

1984 ナイル(株)
専門・技術サー
ビス業

山口県
光市虹ヶ丘２－１１－１
０

http://www.eikoschool.com

1985 年光教材販売(有)
教育、学習支援
業

山口県 周南市久米2714-2

1986 医療法人　同仁会 医療、福祉 山口県 下松市生野屋南1-10-1 http://shunan-kinen.jp

1987
特別医療法人ホーム　ほ
しのさと

医療、福祉 山口県 下松市生野屋南1-13-1 http://www.hosinosato.jp

1988 (有)チャーミングアート
専門・技術サー
ビス業

山口県 周南市久米田中3125-8 http://www.charmingart.co.jp

1989 周南プラウト(株)
専門・技術サー
ビス業

山口県 周南市久米1070-25

1990 (株)大丸
生活関連サービ
ス・娯楽業

山口県 周南市銀座2-10-1 http://www.happiness.com/



1991 福田クレーン 建設業 鳥取県
鳥取市湖山町南２－８２
１－１

1992 鳥取商事㈱
サービス業（他に
分類されないも
の）

鳥取県
鳥取市吉方温泉１－２２
３－２

http://www.tottori-shoji.co.jp/

1993 （株）Ｍ.Ｊ.ＮＥＸＴ 建設業 鳥取県 米子市両三柳８７６－２

1994 ㈱松下食品
飲食ｻｰﾋﾞｽ、宿泊
業

鳥取県 米子市両三柳207-5

1995 (有)マルシン産業
サービス業（他に
分類されないも
の）

鳥取県 米子市長砂８０５

1996 (有)山陰プリントケース
複合サービス事
業

鳥取県 米子市両三柳657-3

1997 (有)山陰ミシン商会 卸売・小売業 鳥取県 米子市米原3-8-29
1998 ㈱Optica　ワダ 卸売・小売業 鳥取県 米子市上福原1455-2 http://optica-wada.com/e8.html

1999 ㈱イルカカレッジ 卸売・小売業 鳥取県 米子市万能町127 http://iluka.jp/

2000
(有)アルミ建築リフォー
ム

建設業 鳥取県 米子市長砂町783

2001 石田紙器㈱米子工場 製造業 鳥取県 米子市旗ヶ崎2021-5 http://www.ishidashiki.co.jp/corporate/index.html

2002 (有)岡本美術印刷 情報通信業 鳥取県 米子市両三柳2375-5

2003 岡田電工㈱
電気・ガス・熱
供給・水道業

鳥取県 米子市西福原6-6-10 http://okakou.sdgr.co.jp/company/company.html

2004 (有)サイン技研 情報通信業 鳥取県 米子市両三柳4573 http://www.sign-giken.com/gaiyo/index.html

2005
㈱クリエイティブサポー
ト

教育、学習支援
業

鳥取県 米子市久米町253 http://creativesupport-j.com/compony/index.html

2006 ㈱夢企画 製造業 鳥取県 米子市蚊屋289-16
2007 株式会社　まつした 製造業 鳥取県 米子市流通町25-13 http://www.yonagomatsushita.jp/

2008 ㈱文化の友 卸売・小売業 鳥取県 米子市東福原6-5-36 http://www.bookyard.jp/corporate/

2009 (有)亀山設計
学術研究・専
門・技術サービ
ス業

鳥取県 米子市両三柳724-11

2010 ヤスダ自動車鈑金塗装
サービス業（他に
分類されないも
の）

鳥取県
米子市両三柳１９９５－
２

http://www.yasuban.com

2011
株式会社マックスサポー
ト

サービス業（他に
分類されないも
の）

鳥取県
米子市東町２３４　米子
開発ビル３F

http//www.max-support.co.jp

2012 ㈱東横イン米子駅前
飲食ｻｰﾋﾞｽ、宿泊
業

鳥取県 米子市明治町100 http//www.toyoko-inn.com

2013 株式会社　はらぶん 卸売業・小売業 島根県 松江市東朝日町２９番地

2014 株式会社　やつかの郷 医療・福祉 島根県
松江市八束町二子１０２
５－９

2015 有限会社　花房鈑金 製造業 島根県
松江市東出雲町揖屋２０
１番地

2016
株式会社　サンエーセイ
ミツ

製造業 島根県
松江市東出雲町下意東７
４７番地１

2017 有限会社　角田工務店 建設業 島根県
松江市東出雲町揖屋１１
６４－８

2018 有限会社　藤谷産業 不動産業 島根県
松江市東出雲町出雲郷７
４７－１

http://www.fujitani-sangyo.co.jp/

2019
矢野建築設計事務所有限
会社

学術研究、専
門・技術サービ
ス業

島根県
松江市上乃木４丁目１－
８

2020 アルプロン製薬株式会社 製造業 島根県
雲南市加茂町南加茂１２
０４－１

2021 有限会社　石田工務店 建設業 島根県 江津市渡津町８８０

2022 株式会社アサ・プライム 卸売業・小売業 島根県
松江市西川津町６６７－
２３

2023 株式会社オレンジロード 医療・福祉 島根県
松江市学園２丁目２５番
８号

2024 アサヒ工業株式会社 建設業 島根県
松江市竹矢町１３４３番
地１

2025 有限会社ラ・クープ
生活関連サービ
ス業、娯楽業

島根県 松江市砂子町１９６－１



2026 島根ビール株式会社 製造業 島根県
松江市黒田町５０９番地
１

2027 よつば鍼灸院・整骨院 医療・福祉 島根県
益田市中島町ロ１８６－
１

2028 学校法人島根自動車学園
教育、学習支援
業

島根県 出雲市塩冶町278-1

2029
学校法人斐川コア学園出
雲コンピューター専門学
校

教育、学習支援
業

島根県 出雲市斐川町富村1000-8

2030
シリバーコミュニティセ
ンター株式会社

医療・福祉 島根県 出雲市西林木町33-1

2031 マルサン石油株式会社 卸売業、小売業 島根県 出雲市小山町552-1

2032
有限会社原商事　ダスキ
ンアイユウ

卸売業、小売業 島根県 出雲市斐川町富村803-5

2033 そば処　田中屋
宿泊業、飲食
サービス業

島根県 出雲市大社町杵築東364

2034 勝部通信 建設業 島根県 出雲市西新町1-2547-15
2035 アール冷熱 建設業 島根県 出雲市芦渡町1652-1

2036 有限会社おかや
宿泊業、飲食
サービス業

島根県 出雲市平田町2390-3

2037 山陰冷暖株式会社 建設業 島根県 出雲市今市町840-3

2038
美容室Ｈａｉｒ＆Ｒｅｌ
ａｘブランコ

生活関連サービ
ス業、娯楽業

島根県 出雲市平田町7116-1

2039 株式会社出雲国大社食品 製造業 島根県 出雲市大社町杵築北3004
2040 株式会社シーエスエー 情報通信業 島根県 出雲市今市町396-3
2041 有限会社伊藤製材所 建設業 島根県 出雲市国富町47番地4
2042 相互電機株式会社 製造業 島根県 出雲市平田町1906-5
2043 株式会社河村食材 製造業 島根県 出雲市東福町250-15

2044 有限会社ヒラオカ
サービス業（他に
分類されないも
の）

島根県 出雲市稗原町4580-1

2045 ㈱徳永こいのぼり 製造業 岡山県 和気郡和気町藤野935-4 http://www.tokunagagoi.co.jp/

2046 ㈲敦市 卸売・小売業 岡山県
岡山市東区城東台東2-10-
4

http://www.atsuichi.com/

2047 ㈲フラット219
生活関連サービ
ス・娯楽業

岡山県 岡山市北区富田501-3

2048 ㈲アクシス 情報通信業 岡山県 倉敷市老松町4-8-20 http://www.axis2002.jp/

2049 サンコー印刷㈱ 製造業 岡山県 総社市真壁871-2 http://www.sanko.co.jp/

2050 ㈱坪田工作所 製造業 岡山県
岡山市中区長岡200-20金
属加工センター内

http://tsubotakousakusyo.com/

2051 ペットサロンミッキー 卸売・小売業 岡山県
岡山市東区瀬戸町瀬戸164
マルフジビル1階

2052 三備ホンダ販売㈱ 卸売・小売業 岡山県 倉敷市平田927-1 http://dealer.honda.co.jp/hondacars-kurashikihigashi/

2053 IN∞hair（インヘアー）
生活関連サービ
ス・娯楽業

岡山県 岡山市北区下伊福町17-21

2054 すこやか保育園 医療、福祉 岡山県
岡山市北区尾上1318-
3,1318-3

2055 ㈲辻建材 建設業 岡山県 岡山市南区福田479-14

2056 MK STAGE
生活関連サービ
ス・娯楽業

岡山県 備前市西片上1728

2057 ㈱あらいミート 卸売・小売業 岡山県 岡山市北区富原543-4-203

2058 ㈱トラプラスナツ
生活関連サービ
ス・娯楽業

岡山県 岡山市南区中畦1030-4 http://t-p-n.jp/

2059 きょうらく鍼灸整骨院 医療、福祉 岡山県
岡山市南区藤田425-286-
2F

2060 山崎研磨メッキ㈲ 製造業 岡山県 岡山市北区今保827

2061 ㈱意匠堂 建設業 岡山県
倉敷市東塚４－１２－３
７

http://wｗｗ.e-show-do.co.jp

2062
(株)エムアイ・カンパ
ニー

製造業 岡山県 津山市下高倉西705

2063 (株)プロスパー 製造業 岡山県 津山市坪井下56-1
2064 (株)ありき 不動産業 岡山県 津山市山北770-16

2065 ㈱井川自動車
サービス業（他に
分類されないも
の）

広島県 呉市広大新開1-3-7 http://ikawa-jidousha.com



2066 ヘアーサロン岡本
生活関連サービ
ス・娯楽業

広島県
広島市安芸区上瀬野2-19-
27

2067 三次自動車サービス㈱
サービス業（他に
分類されないも
の）

広島県 三次市西酒屋町75-1

2068 ㈱ジョブマッチ
サービス業（他に
分類されないも
の）

広島県
広島市中区大手町1-1-26
大手町1番ビル401

2069 エンタープライズ㈱ 飲食店、宿泊業 広島県 広島市中区袋町6-45　3階
2070 ㈱江波工作所 製造業 広島県 広島市南区出島2-11-21 http://www.ebakou.co.jp

2071 ワウハウス㈱ 建設業 広島県 福山市南蔵王町6-12-22 http://www.wowhouse.jp

2072 ㈱ルナー 医療、福祉 山口県 下関市吉見古宿町6-15
2073 ㈱高味園 製造業 山口県 下関市本町3-2-28 http://www.koumien.jp

2074 ㈱フジミツ 卸売・小売業 山口県 下関市武久町2-13-5 http://fujimitz.co.jp

2075 幸福シーフーズ㈲ 製造業 山口県 下関市一の宮3-5-24
2076 ㈱モリモト 卸売・小売業 山口県 下関市石神町4-24 http://www.baby-pro.co.jp

2077 ㈱ファミリーフーズ 製造業 山口県 下関市後田町4-23-2 http://www.family-foods.jp

2078 roave
生活関連サービ
ス・娯楽業

山口県 宇部市妻崎開作490-2

2079 協和機工㈱ 建設業 山口県 山口市徳治伊賀地1805 http://www.kyowakiko.com/

2080 ㈲防長堂 卸売・小売業 山口県 山口市黄金町周布町2-8 http://www.chara-cake.com/

2081 ディーツイングリッシュ
教育、学習支援
業

山口県 防府市天神1-10-14 http://deatsenglish.com/

2082 ㈲柴田生花店
専門・技術サー
ビス業

山口県 萩市古萩田丁46 http://www.harvest-garden.jp/

2083 新生商事(株) 卸売・小売業 山口県 下松市葉山1-819-2
2084 中根海運(株) 建設業 山口県 周南市築港町12-22
2085 (株)イコーズ 運輸業 山口県 周南市御幸通り2-12
2086 (株)福知商会 卸売・小売業 山口県 下松市葉山1-819-28

2087
特別養護老人ホーム　ひ
かり苑

医療、福祉 山口県 光市大字三井1056-1 http://hikari-en.jp

2088 光環境整備(株) 建設業 山口県 光市浅江7-15-10

2089 (株)タダオ
サービス業（他に
分類されないも
の）

山口県 周南市浜田1-6-3 http://www.tadao.co.jp/

2090 (株)ただお　ザウルス
サービス業（他に
分類されないも
の）

山口県 周南市浜田1-6-3 http://www.tadao.co.jp/

2091 (株)三矢 建設業 山口県 下松市葉山2-904-23 http://www.mitsuya-kisako.co.jp

2092 (株)光運送 運輸業 山口県 光市三井８－７－１１
2093 (株)新笠戸ドック 製造業 山口県 下松市大字笠戸島29-120 http://www.kasado.co.jp

2094 (株)光洋金属防蝕 製造業 山口県 下松市西豊井1387-10 http://www12.ocn.ne.jp/~kouyou/

2095
(有)クリーンサポートヒ
ラタ

サービス業（他に
分類されないも
の）

山口県 下松市大字平田550-1 http://www.cs-hirata.co.jp

2096 (株)下松自動車学校
教育、学習支援
業

山口県
下松市大字切山２９６番
地の２

http://kudamatsu.e-jikou.com/

2097 ㈲早島金型 建設業 岡山県
総社市赤浜５００（テク
ノパーク総社内）

2098 ㈱鵬林 卸売・小売業 岡山県 倉敷市笹沖４９０ http://wｗｗ.hourin-inc.com

2099 ㈱藤原車輌 卸売・小売業 岡山県 倉敷市加須山８８６－２

2100 中田テント㈱ 製造業 岡山県
倉敷市北畝５ー２３－６
０

2101
グループホーム　あなた
のふるさと　萌

医療、福祉 岡山県 倉敷市黒石３７７－１

2102 ㈲水島ランドリー
サービス業（他に
分類されないも
の）

岡山県 倉敷市中畝８ー２－５

2103
Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ
Ｓｔｕｄｉｏ　Ｏｋａｙ
ａｍａ

建設業 岡山県
倉敷市阿知１ー７－２西
ビル８Ｆ　７号室

http://innovationstudio.wix.com/okayama

2104 山田建設㈱ 建設業 岡山県
倉敷市真備町岡田２６３
－１

http://www.yamadakensetu.jp/

2105 ㈲中央クリーン
サービス業（他に
分類されないも
の）

岡山県
倉敷市真備町辻田１４９
－５



2106 オーエム機器㈱ 製造業 岡山県 総社市赤浜５００ http://wｗｗ.omrex.co.jp

2107 トミタ電機㈱ 製造業 鳥取県 鳥取市幸町１２３ http://www.tomita-electric.com

2108 馬野建設㈱ 建設業 鳥取県
東伯郡琴浦町赤碕１８４
０－１

http://www.umano.co.jp/

2109 船越工業㈱ 建設業 鳥取県
鳥取市湖山町東５－３６
６－１

2110 ㈱Ａｉｓｌｅ
生活関連サービ
ス・娯楽業

鳥取県 鳥取市興南町７１－１ http://we-aisle.com

2111 （株）RISK
サービス業（他に
分類されないも
の）

鳥取県 米子市四日市町８０ http//www.risk-8.com

2112 (有)境港三栄マリン
複合サービス事
業

鳥取県 境港市中野町地先無番地 http://www.chukai.ne.jp/~sanei-marine/

2113 (有)ジャプロ 情報通信業 鳥取県
西伯郡伯耆町久古１４８
４−１

http://www.japro.net/

2114 ㈱エッグ 情報通信業 鳥取県 米子市河崎１５９８ http://www.egg.co.jp/

2115 (有)友森工業 製造業 鳥取県 境港市竹内団地220

2116 オキイ清掃(有)
サービス業（他に
分類されないも
の）

鳥取県 境港市芝町１２３９−１

2117 (有)インフィニティ 卸売・小売業 鳥取県 米子市米原９丁目８−２５
2118 (有)ケアサービス米子 医療、福祉 鳥取県 米子市角盤町3-141 http://www.careservice-yonago.ecnet.jp/company/company.htm

2119 エレックス㈱ 情報通信業 鳥取県 米子市中島2-2-34 http://www.elex-yonago.com/elex-profile.html

2120 (有)ライブアシスト 医療、福祉 鳥取県 米子市角盤町１丁目3-11 http://y-liveassist.com/

2121 (有)米子メカサービス
サービス業（他に
分類されないも
の）

鳥取県 米子市下新印１３２

2122 山陰すぎもと物流（有） 運輸業・郵便業 鳥取県 米子市二本木１０８８−１

2123 (有)マツバラ電装
サービス業（他に
分類されないも
の）

鳥取県
米子市東福原２丁目１３−
２

2124 有限会社友森工業 製造業 鳥取県 境港市竹内団地220

2125 葬仙
サービス業（他に
分類されないも
の）

鳥取県 米子市長砂町1075 http://www.sousen.co.jp/facilities/yonagosousai.html

2126 ㈱デマンド 医療、福祉 鳥取県 米子市皆生2丁目13番13号 http://yuyu-yonago.co.jp/

2127 有限会社中海工業
サービス業（他に
分類されないも
の）

鳥取県 境港市芝町９５８−７

2128
カルテック・ジャパン株
式会社

卸売・小売業 鳥取県 米子市長砂町９２７－８

2129 (学)米子自動車学校
教育、学習支援
業

鳥取県
米子市旗ヶ崎2丁目15番1
号

http://www.yojiga.net/

2130 (有)米子プリント社 製造業 鳥取県 米子市 旗ヶ崎２２１８

2131 株式会社　岩多屋
サービス業（他に
分類されないも
の）

島根県 浜田市浅井町８７番地２ http://www.iwataya-net.co.jp/

2132 株式会社　油屋 卸売業・小売業 島根県 浜田市浅井町８８５－１

2133
株式会社　ＴＦＣメディ
アラボ

情報通信業 島根県
雲南市大東町新庄１４３
４－１

http://www.tfc-medialab.co.jp/

2134 有限会社常松建設 建設業 島根県 出雲市平野町20番地3

2135 有限会社内田荘
宿泊業、飲食
サービス業

島根県 出雲市平田町1450-11

2136 有限会社祖式運送 運輸業、郵便業 島根県 大田市鳥井町鳥越413-38
2137 さつだや 卸売業、小売業 島根県 大田市大田町大田ハ92
2138 ㈱矢田製作所 製造業 島根県 出雲市長浜町659-20
2139 ㈱ハジメクリエイト 情報通信業 岡山県 岡山市北区今4-14-15 http://hajimecreate.com/

2140 フォレスト 情報通信業 岡山県 岡山市北区奉還町3-1-36
2141 ㈱城口（きぐち） 建設業 岡山県 岡山市北区久米388-1 http://www.kiguchi.jp/

2142 ㈱プラノーツ
専門・技術サー
ビス業

岡山県
岡山市東区西大寺上1-14-
13

2143 ㈱クレスコ 製造業 岡山県 岡山市東区上道北方165 http://www.oka-cresco.co.jp/

2144 ㈱インテリア川井 建設業 岡山県 井原市神代町押述2395-1 http://www.interior-kawai.co.jp/

2145 i-fit（アイフィット） 医療、福祉 岡山県
岡山市北区西古松2-17-10
フェリシティヒルズ1F

2146 ㈱RENATAS（レナータス） 医療、福祉 岡山県 倉敷市笹沖616-124 http://renatas-beauty.com/



2147 ㈱アルサクセス 飲食店、宿泊業 岡山県 岡山市中区国富1-13-14

2148
岡山中央人事サポートセ
ンター

専門・技術サー
ビス業

岡山県
倉敷市西中新田619-6倉敷
倶楽部103

http://www.okayama-jinjisupport.com/

2149 clover 飲食店、宿泊業 岡山県 岡山市南区藤田535-3 http://www.sanagawa-dental.com/

2150 享栄シーイー㈱ 製造業 岡山県
倉敷市水島明神町８０-２
１

http://www.kyoei-ce.jp

2151 メタルスカイ
宿泊業、飲食
サービス業

岡山県 岡山市北区旭本町６－５

2152 ㈱クラビズ
学術研究、専
門・技術サービ
ス業

岡山県 倉敷市羽島１７５ http://wｗｗ.kurabiz.jp

2153
Ａ‐ＮＡＩＬ　Ａ‐ＬＡ
ＳＨ　Ａ㈱

生活関連サービ
ス・娯楽業

岡山県 倉敷市吉岡５４７－１ http://wｗｗ.anail-alash.com

2154 (株)辻本店 製造業 岡山県 真庭市勝山116 http://www.gozenshu.co.jp/

2155 ㈱教文
サービス業（他に
分類されないも
の）

広島県 福山市宝町6-5

2156 学校法人　教文学園
教育、学習支援
業

広島県 福山市城見町2-2-8 http://www.net-se.co.jp/gakuen/

2157 ㈱みやした動物病院
専門・技術サー
ビス業

広島県 呉市警固屋5-8-29

2158 ㈲アジ工業 製造業 広島県 府中市阿宇町8-1

2159 瀬戸内通信㈱ 情報通信業 広島県
広島市西区観音本町2-7-
29

2160 BOSHU　HAIR
生活関連サービ
ス・娯楽業

広島県 広島市中区袋町1-30-201 http://www.boshu-hair.com

2161 ㈲フィール
生活関連サービ
ス・娯楽業

広島県 三次市青河町1130-3

2162 ㈱朗 医療、福祉 広島県
三次市江田川之内町644番
地10

2163 社会福祉法人　響会 医療、福祉 山口県 下関市豊浦町川棚2139-2
2164 ㈱ガレージコトシバ 卸売・小売業 山口県 宇部市港町2-4-16
2165 ㈲松陰堂印刷所 製造業 山口県 萩市熊谷町63
2166 ㈲石本造園 建設業 山口県 防府市大字台道356-17 http://www.garden-ishimoto.com

2167 ㈲わかまつ 卸売・小売業 山口県 山口市大内御堀1844-1 http://www.patisserie-wakamatsu.co.jp

2168 コウワ防水 建設業 山口県 防府市国衛3-36-1
2169 (株)山崎金属商会 卸売・小売業 山口県 光市島田6-1-8

2170
冨士高圧フレキシブル
ホース(株)

製造業 山口県 光市島田6-2-20 http://www.fujikoatsu.co.jp

2171 防長交通(株) 運輸業 山口県 周南市松保町7-9 http://www.bochobus.co.jp

2172 (株)日柳製作所 製造業 山口県 下松市東豊井898-6 http://www.e-kusanagi.jp

2173 高山エネルギー(株) 卸売・小売業 山口県 下松市平田111-1 http://www.takayamaenergy.co.jp

2174
山陽グローバルパート
ナーズ(株)

医療、福祉 山口県 周南市小松原1233-3 http://sgpnet.co.jp

2175 （有）谷野工業 製造業 山口県 光市小周防1100-5
2176 水上金属工業（株） 製造業 山口県 光市大字小周防1100-7 http://www.mizukami-metal.co.jp

2177 (株)西京総研
サービス業（他に
分類されないも
の）

山口県
周南市銀南街４番地ウエ
スト９２ビル

http://www.sksouken.jp/

2178 (株)山口オートガラス
専門・技術サー
ビス業

山口県 周南市久米2914-1 http://www.karasu-mark.com


