
Ｎｏ． 　[サポーター企業名] [業種] [住所] [HPアドレス]

1 株式会社　春帆楼本店 飲食店・宿泊業 下関市阿弥陀寺町4-2 http://www.shunpanro.com

2 下関山電タクシー株式会社 運輸業 下関市椋野町3丁目6-2 www.sanden-taxi.com
3 山口防災工業株式会社 建設業 下関市椋野町3丁目13-45 http://www.ybk.jp
4 サンデン観光バス株式会社 運輸業 下関市形山71番地 http://www.sandenkotsu.co.jp/group/skb

5 サンデン旅行株式会社
その他のサービ
ス業

下関市一ノ宮町3-10-5 http://www.sandenryoko.co.jp

6 みなとタクシー株式会社 運輸業 下関市大和町1-6-9

7
株式会社地域情報新聞しもの
せき

情報通信業 下関市卸新町6-5 http://www.hoppu.co.jp 

8 有限会社小月自動車 運輸業 下関市王司上町4丁目3-50
9 株式会社ぬしとら 卸売・小売業 下関市羽山町4-1
10 イーグル興業株式会社 飲食店・宿泊業 下関市一ノ宮本町2丁目2-22 http://www.eagle-k.com

11 大和交通株式会社 運輸業 下関市中之町1-20 http://yamato-taxi.com

12
有限会社岩原クリニーング工
業所

その他のサービ
ス業

下関市彦島江の浦町6-15-9 http://iwahara-cl.com

13 有限会社もずくセンター 製造業 下関市彦島迫町1丁目9-15
14 日新リフラテック株式会社 製造業 下関市彦島田の首町2-19-10 http://www.nissin-refratech.co.jp

15 株式会社富士設計
専門・技術サー
ビス業

下関市王司神田町3丁目8-4

16 株式会社ユキテクノ 製造業 下関市彦島弟子町3丁目1-7 http://www.yukitecno.jp

17 有限会社パイプライン
その他のサービ
ス業

下関市石原305コスパビル2F http://www.pipeline-web.com

18 株式会社ダイフク 製造業 下関市彦島西山町5-9-48 http://www.daifuku.net/

19 サンテレコム株式会社 卸売・小売業 下関市宝町1-6
20 株式会社遠山 運輸業 下関市長府扇町5-80
21 ツハタ株式会社 建設業 下関市一ノ宮卸本町3-22

22
株式会社ホームケアサービス
山口

医療・福祉 下関市長府才川1丁目35-21 http://www.homecare-yamaguchi.co.jp

23 山電整備センター株式会社
その他のサービ
ス業

下関市長府扇町4-69

24 富士物産株式会社 製造業 下関市長府扇町3-85
25 株式会社大津屋 製造業 下関市横野町2丁目16-12 http://www.ohtsuya-shoyu.com/

26 株式会社関門シーフレッシュ 卸売・小売業 下関市長府侍町2丁目1-15
27 株式会社冷研 建設業 下関市長府扇町4-30 http://www.reiken.org/
28 株式会社メディカルテンダー 医療・福祉 下関市垢田町1丁目21-16 http://www.medicaltender.co.jp

29 株式会社介援 医療・福祉 下関市菊川町下岡枝389-1 http://r.goope.jp/kaien
30 みどりの丘歯科医院 医療・福祉 下関市王司上町1-8-18 http://www.midorinooka-dental.com

31 こどものいえそらまめ 医療・福祉 下関市清末鞍馬1-1-1 http://www.soramame-kids.com

32 株式会社紬 医療・福祉 下関市王司上町1-8-18
33 下関水陸物産株式会社 製造業 下関市岬之町10-6 http://www.yamami.net
34 株式会社東 医療・福祉 下関市彦島向井町2丁目10-36
35 株式会社稲田電機工業 製造業 下関市豊浦町川棚7452-2

36
ティアールケイ不動産株式会
社（東京第一ホテル下関）

飲食店・宿泊業 下関市赤間町6-2 http://www.tdhs.co.jp

37 山口県西部森林組合
複合サービス事
業（郵便局・農
業協同組合等）

下関市豊田町大字中村853-13 http://www.ywf.or.jp
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38
江原会計事務所

専門・技術サー
ビス業

下関市生野町2丁目32-28 http://ehara-kaikei.tkcnf.com

39
有限会社レンタル山崎

その他のサービ
ス業

下関市幡生町2丁目12-3 www.rentalyamasaki.com

40 株式会社西日本テクノ 製造業 下関市豊浦町大字川棚5303 http://www.nishinihon-techno.co.jp

41 佐島医院 医療・福祉 下関市田中町14-18
42 東洋エス・イー　株式会社 製造業 下関市大和町1-11-13
43 ヤマカ醤油株式会社 製造業 下関市安岡町1丁目9-7 http://www.yamaka-shouyu.jp/

44 サンデン広告株式会社
その他のサービ
ス業

下関市大坪本町25-33 http://www.sanden-ad.jp

45 株式会社ケーアンドエム
その他のサービ
ス業

下関市富任町1-4-3 http://friendly-gr.com

46 久環下関サービス株式会社
その他のサービ
ス業

下関市幡生町2丁目1-17

47 サンデンハウジング株式会社
その他のサービ
ス業

下関市垢田町1-22-20

48 有限会社エヌ・アルファ
その他のサービ
ス業

下関市川中豊町2-7-10 http://www.n.alpha.jp

49 緑都開発株式会社 不動産業 下関市一ノ宮2丁目17-2 http://www.ryokuto.co.jp/

50 株式会社林材 卸売・小売業 下関市一ノ宮卸本町3-27 http://www.rinnzai.com
51 株式会社ひまわり 卸売・小売業 下関市一ノ宮卸本町3-30 http://www.himawari-co.jp

52 社会福祉法人暁会 医療・福祉 下関市大字小野64-1 http://www.akatsukikai.com

53
グラッチェヘア

生活関連サービ
ス・娯楽業

宇部市東梶返１-6-5 http://www.grazie-0604.com

54 有限会社石川鉄工所 製造業 宇部市八王子町15-45

55 株式会社ジーマエンタープラ
イズ

サービス業（他
に分類されない
もの）

宇部市昭和町4-9-19 http://ys-hair.jp

56 株式会社ガレージコトシバ 卸売・小売業 宇部市港町2-4-16
57 焼鳥一力 飲食店、宿泊業 宇部市中央町1-10-7 http://tabelog.com/yamaguchi/A3504/A350401/35008547/

58 株式会社モリハラ 医療、福祉 山陽小野田市大字鴨庄135-2 http://www.moriharaseikotsuin.com/

59 株式会社太陽家具百貨店 卸売・小売業 宇部市東藤曲2-5-30 http://www.taiyo-furniture.com/

60
有限会社サンユー流通

飲食店、宿泊業
宇部市中央町2-13-23ZEMPOビル
2F

61 合同会社優悠 医療、福祉 宇部市奥万倉426-1 http://yuuyuullc.localinfo.jp

62
オオカド自動車株式会社

その他のサービ
ス業

宇部市大字川上321-3

63
Moka・Ｒｏｃｃｉａ

生活関連サービ
ス・娯楽業

宇部市大字妻崎開作858-1 http://mocaroccia.com

64 有限会社瀧口板金工業 建設業 宇部市大字妻崎開作1305-30
65 有限会社永堀 建設業 宇部市大字上宇部2821-1
66 山口アポロ石油株式会社 卸売・小売業 宇部市港町1-14-7 http://y-apl.jp/
67 株式会社鄙の館 飲食店・宿泊業 宇部市中央町1-7-11 http://kappoumyotoku.jp

68 株式会社アトミテック 情報通信業 宇部市大字善和瀬戸原203-149 http://atomitech.jp/
69 株式会社佐藤ブロック 建設業 宇部市大字西岐波124-9 http://satoblock.amsstudio.jp/

70
株式会社プラスアイランドネ
クスト

生活関連サービ
ス・娯楽業

山口県防府市新築地町26-6 http://www.plusisland.co.jp/duscon/index.html

71
セーフティーパートナー株式
会社

その他のサービ
ス業

山口県防府市植松117番地4

72 有限会社西京モータース 卸売・小売業 山口県防府市大字植松120-1 http://saikyo-m.com/

73 株式会社オール・ワン
その他のサービ
ス業

山口県防府市大字仁井令707番
地8

http://allone73.webcrow.jp/

74 弘中鉄工所 製造業 山口県防府市大字和字509

75 カーコロニーＴ５０
その他のサービ
ス業

山口県山口市宮野上1279-3

76 合同会社匠山泊 製造業 山口県山口市惣太夫町6-9 http://www.syouzanpaku.jp

77 有限会社マルヤ兄弟ストアー 卸売・小売業 山口県山口市駅通り1-7-7

78 株式会社近江屋 卸売・小売業
山口県山口市中央１丁目4-11
OMビル

http://www.omiya.co.jp

79 中央設計株式会社
専門・技術サー
ビス業

山口県山口市小郡下郷793番地3 https://www.chuosekkei.com

80 有限会社岡部園芸
その他のサービ
ス業

山口県山口市矢原1228 http://www.okabeeng.com

81 株式会社サンデー山口 製造業 山口県山口市神田町8-1 http://www.sunday-yamaguchi.co.jp



82 株式会社キャッスル 製造業 山口県防府市宮市町1-28
83 湯田都タクシー株式会社 運輸業 山口県山口市神田町2-16 http://group.117385.com/yuda/

84 カミムラ建具店 製造業 山口県萩市椿下沖原2481-1
85 株式会社如来堂 卸売・小売業 山口県萩市大字土原480番地4 https://nyoraidou.com

86 株式会社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番地 http://nta-travel.co.jp

87 マルオ有限会社
その他のサービ
ス業

山口県萩市大字明木3510-1 https://maruo.amebaownd.com

88 株式会社くすの木 医療・福祉 周南市川崎3-6-18

89 株式会社さくや
その他のサービ
ス業

周南市東山町3-28

90 徳山システム株式会社
専門・技術サー
ビス業

周南市江の宮町7-5

91 岡田産業株式会社
その他のサービ
ス業

周南市築港町10-10

92 HAIR　SHOP　cococolor
生活関連サービ
ス・娯楽業

下松市大手町3-4-12

93
有限会社パートナーパブリシ
ティ

専門・技術サー
ビス業

周南市久米2902-3

94 株式会社Design5
専門・技術サー
ビス業

光市島田5-14-43-2 https://www.design5.design/

95 周南クオーツ株式会社 製造業 周南市大字鹿野下1385-3
96 有限会社吉沢木工 製造業 周南市大字久米3048-4
97 株式会社守田家具 卸売・小売業 光市島田3-11-47
98 株式会社紫水園 飲食店・宿泊業 周南市湯野4341 http://www.shisuien.com/

99 周南ビルド株式会社 卸売・小売業 周南市相生町1-20
100 マルタ産業株式会社 卸売・小売業 周南市古泉1-13-1 http://grace-garden.jp/
101 静峰興産株式会社 運輸業 周南市中央町2-3

102 株式会社メガパワージャパン
専門・技術サー
ビス業

周南市中央町2-3

103
有限会社アーティマックス
ジャパン

生活関連サービ
ス・娯楽業

周南市中央町2-3

104
株式会社ウィルコーポレー
ション

不動産業 周南市中央町2-3

105 有限会社湊家 飲食店・宿泊業 周南市千代田町9-1
106 山九株式会社周南支店 運輸業 周南市築港町12-7

107 株式会社ほけんアイ西京 金融・保険業
周南市銀南街4徳山銀南街ビル4
階

108 新山陽剪断株式会社 製造業 周南市港町12-26


