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

1 鳥取県漁業協同組合本所 複合サービス事業 鳥取県 鳥取県鳥取市
2 Ｍ３カルチャースクエアー 複合サービス事業 鳥取県 米子市錦町１－２０－４ http://m3culture.jp/
3 （有）サンクリーン 複合サービス事業 鳥取県 米子市西福原５－４－６ http://www.sanclean.net/

4 アイ・クリエート 不動産業 鳥取県 鳥取県鳥取市
5 地建開発㈲ 不動産業 鳥取県 鳥取県鳥取市
6 ㈱エステートセンター 不動産業 鳥取県 鳥取県鳥取市 www.estate-center.co.jp

7 ㈲エービーシープラザ 不動産業 鳥取県 鳥取県鳥取市
8 （株）西米商事 不動産業 鳥取県 米子市車尾南１丁目１５－５４ http://www.seibei.co.jp/

9 森澤設備㈲
電気・ガス・熱供
給・水道業

鳥取県 鳥取県鳥取市

10 (有）田中 中古部品販売 鳥取県 米子市目久美町２５８ http://www.car-foot.com/

11 (有）浅中錦松園 造園工事 鳥取県 米子市淀江町西原７７７

12 （株）カヤノ写真機店
専門・技術サービ
ス業

鳥取県 米子市博労町１－１５ http://cameranokayano.com/

13 (有)ジャプロ
専門・技術サービ
ス業

鳥取県 西伯郡伯耆町久古１４８４－１ http://www.japro.net/

14 （有）山本整備
専門・技術サービ
ス業

鳥取県 米子市新開６丁目１５－１０

15 ささき看板
専門・技術サービ
ス業

鳥取県 米子市夜見町２４８９－２

16 （株）エッグ
専門・技術
サービス業

鳥取県 米子市河崎１５９８ http://www.egg.co.jp/

17 （有）あっぷるはうす
専門・技術
サービス業

鳥取県 米子市両三柳２２８－２ http://apple-house.net/

18 （有）モリオカフォトスタジオ
専門・技術
サービス業

鳥取県 米子市西福原７丁目６－２７ http://mps1.p1.bindsite.jp/

19 （有）境港三栄マリン
専門・技術
サービス業

鳥取県 境港市中野町無番地 http://www.chukai.ne.jp/~sanei-marine/

20 ユミ・プロデュース
専門・技術
サービス業

鳥取県 米子市吉岡１２３ http://www.yumiproduce.jp/

21 網浜水産㈱ 製造業 鳥取県 鳥取県鳥取市
22 イムラ精工㈲ 製造業 鳥取県 鳥取県鳥取市
23 ウッドファクトリー㈱ 製造業 鳥取県 鳥取県鳥取市
24 エコ・リビング㈲ 製造業 鳥取県 鳥取県鳥取市
25 エム精工 製造業 鳥取県 鳥取県鳥取市
26 河原ソーイング㈱ 製造業 鳥取県 鳥取県鳥取市
27 工作社 製造業 鳥取県 鳥取県鳥取市
28 綜合印刷出版㈱ 製造業 鳥取県 鳥取県鳥取市
29 太洋住研ホーロー㈱ 製造業 鳥取県 鳥取県鳥取市
30 トータルテクノ㈱ 製造業 鳥取県 鳥取県鳥取市 www.t-tc.co.jp
31 ㈱アベ鳥取堂 製造業 鳥取県 鳥取県鳥取市 www.abetori.co.jp

32
㈱キューブ表面実装技術研
究所

製造業 鳥取県 鳥取県鳥取市 www.cubesmt.com/

33 ㈱ササヤマ 製造業 鳥取県 鳥取県鳥取市
34 ㈱清水 製造業 鳥取県 鳥取県鳥取市
35 ㈱大陸 製造業 鳥取県 鳥取県鳥取市 www.mothertairiku.com
36 ㈱東邦モーターパーツ 製造業 鳥取県 鳥取県鳥取市
37 ㈱中村商店 製造業 鳥取県 鳥取県鳥取市 www.matubagani.com

平成２５年３月３１日現在

※登録していただいた企業のうち、公表することを承諾していただいた企業のみ掲載しています。

※ホームページアドレスをクリックしていただくと各企業のホームページへ移動します。
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中国ブロック（鳥取・島根・岡山・広島・山口）



38 ㈱ベルシステム 製造業 鳥取県 鳥取県鳥取市
39 ㈱ル・コションドール 製造業 鳥取県 鳥取県鳥取市 www.cochondor.com
40 ㈲一善や鳥取支店 製造業 鳥取県 鳥取県鳥取市 www.ichizenya.jp/
41 ㈲仕出し鳥ケ島 製造業 鳥取県 鳥取県鳥取市
42 ㈲仕出し料理やまもと 製造業 鳥取県 鳥取県鳥取市 http://www.shidashi-yamamoto.com/

43 ㈲八上姫 製造業 鳥取県 鳥取県鳥取市
44 ㈲平木電機産業 製造業 鳥取県 鳥取県八頭郡八頭町
45 ㈲ファッションアクティブ 製造業 鳥取県 鳥取県八頭郡智頭町
46 ㈲ふかた 製造業 鳥取県 鳥取県八頭郡八頭町
47 ㈲モリモト興機 製造業 鳥取県 鳥取県鳥取市 http://morimotokouki.jp
48 （株）アクトエンジニア 製造業 鳥取県 米子市和田町１３８４－２
49 （株）エムコ 製造業 鳥取県 境港市西工業団地５１ http://www.emuco.jp/
50 （株）カノン 製造業 鳥取県 米子市八幡４９５
51 （株）実重鉄工所 製造業 鳥取県 米子市蚊屋２４６－４
52 （株）松下食品 製造業 鳥取県 米子市両三柳２０７－５
53 （株）上野水産 製造業 鳥取県 境港市昭和町７ http://www.marujou.com/

54 （協）レングス 製造業 鳥取県 西伯郡南部町法勝寺７０ http://www.length.or.jp/

55 （有）アイケー・産業システ 製造業 鳥取県 米子市諏訪１７０５－１
56 （有）友森工業 製造業 鳥取県 境港市竹内団地２２０ http://tomomori-kogyo.co.jp/

57 フットライズ 製造業 鳥取県 米子市富益町１４９８－４
58 マルテ水産（有） 製造業 鳥取県 境港市昭和町７－９
59 丸京製菓（株） 製造業 鳥取県 米子市旗ヶ崎２００２－２ http://www1.marukyo-seika.co.jp/

60 光電気通信システム（株） 製造業 鳥取県 米子市夜見町８２７－５ http://www.hikari-system.com/

61 大和技研工業(有) 製造業 鳥取県 米子市大篠津町３０１３－３
62 ＲＯＯＴＳ　ＪＡＰＡＮ㈱ 製造業 鳥取県 鳥取県岩美郡岩美町
63 若桜木材協同組合 製造業 鳥取県 鳥取県八頭郡若桜町
64 ㈱鳥取平版社 製造業 鳥取県 鳥取県鳥取市

65 （株）葬仙
生活関連サー
ビス・娯楽業

鳥取県 米子市長砂町１０７５ http://www.sousen.co.jp/

66 （有）前田水産 水産加工 鳥取県 米子市大篠津町387 http://kanisho-m.com/
67 （有）ビーエムステーション 食品製造販売 鳥取県 米子市淀江町佐陀１７５１－２ http://bms-g.com/
68 株アクシス 情報通信業 鳥取県 鳥取県八頭郡八頭町 www.t-axis.co.jp
69 ㈱ＬＡＳＳＩＣ 情報通信業 鳥取県 鳥取県鳥取市 www.lassic.co.jp/
70 ㈱モリックスジャパン 情報通信業 鳥取県 鳥取県鳥取市 www.morrix.co.jp/
71 ㈲螢光社 情報通信業 鳥取県 鳥取県鳥取市

72
（株）ｅＢａｓｅ Ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ Ｌａ
ｂｏｒａｔｏｒｙ

情報通信業 鳥取県
米子市日下１２３９鳥取県産
業技術センター内

http://www.ebase-solutions.com/

73 （株）サンメディア 情報通信業 鳥取県 米子市東福原２丁目１－１ http://www.sunmedia.co.jp/

74 （株）山陰経済新聞社 情報通信業 鳥取県
米子市米原５丁目７－２丸綜
ビル３Ｆ

75 セルフィッシュ・パーソン 自動車販売業 鳥取県 米子市日原３
76 こおげ建設㈱ 建設業 鳥取県 鳥取県鳥取市
77 鳥取通信工業㈱ 建設業 鳥取県 鳥取県鳥取市
78 松谷ポンプ㈱ 建設業 鳥取県 鳥取県鳥取市 www.matsutani-pump.co.jp/

79 雪松造園 建設業 鳥取県 鳥取県岩美郡岩美町
80 ㈲ウエスト興業八頭 建設業 鳥取県 鳥取県鳥取市
81 ㈲圓山組 建設業 鳥取県 鳥取県鳥取市
82 ㈲岡本緑化 建設業 鳥取県 鳥取県鳥取市
83 ㈲キリン 建設業 鳥取県 鳥取県鳥取市
84 ㈲サクセス 建設業 鳥取県 鳥取県鳥取市
85 ㈲毛利商店 建設業 鳥取県 鳥取県鳥取市
86 緑風園 建設業 鳥取県 鳥取県岩美郡岩美町
87 （株）インテリアセオ 建設業 鳥取県 米子市米原１丁目７－１ http://www.interior-seo.co.jp/

88 （株）備中屋本店 建設業 鳥取県 米子市東福原３丁目９－９ http://www.bitchuya.co.jp/

89 （有）石倉建設 建設業 鳥取県 米子市長砂町９３５－２
90 （有）東洋産電 建設業 鳥取県 米子市両三柳３００
91 （有）米子造園 建設業 鳥取県 米子市夜見町２９４５－６
92 （有）サイン技研 建設業 鳥取県 米子市両三柳４５７３ http://sign-giken.com/
93 ㈱昭和工業 建設業 鳥取県 鳥取県鳥取市 http://shouwakougyo.co.jp

94 宮部建設㈲ 建設業 鳥取県 鳥取県鳥取市
95 富士建設工業 建設業 鳥取県 鳥取県鳥取市
96 ハロー保険㈱ 金融・保険業 鳥取県 鳥取県鳥取市
97 ㈱ＦＰブレーン 金融・保険業 鳥取県 鳥取県鳥取市
98 ㈱バード保険事務所 金融・保険業 鳥取県 鳥取県鳥取市



99 ㈲エスポアール 金融・保険業 鳥取県 鳥取県鳥取市
100 (有)エージェント 金融・保険業 鳥取県 米子市旗ケ崎７－１－２９ http://hasegawabill.web.fc2.com/Agent-Top.html

101 (有)サカイ 金融・保険業 鳥取県
東伯郡湯梨浜町田後１５７－
１９

http://www.at-ins.jp/

102 井上エージェンシー㈲ 金融・保険業 鳥取県 鳥取県鳥取市
103 （有）遠藤鉄工所 金属加工 鳥取県 境港市清水町８５６
104 スター工業（有） 金属加工 鳥取県 境港市昭和町６－６

105
(学法)鳥取県東部自動車学
校

教育、学習支援業 鳥取県 鳥取県鳥取市 www.tds.ac.jp

106 ちゃれきんぐ㈱ 教育、学習支援業 鳥取県 鳥取県鳥取市 www.kodomo-sports.com

107 ㈱ナレッジサポート 教育、学習支援業 鳥取県 鳥取県鳥取市
108 （有）バリューストア 家具インテリア販 鳥取県 米子市彦名町２ http://www.valuestore.co.jp/

109 ＪｕｎｋＹａｒｄ 卸売・小売業 鳥取県 鳥取県鳥取市
110 ㈱アスカソーラー 卸売・小売業 鳥取県 鳥取県鳥取市
111 ㈱エスマート 卸売・小売業 鳥取県 鳥取県鳥取市
112 ㈱旺方トレーディング 卸売・小売業 鳥取県 鳥取県鳥取市 www.oho-tr.net
113 ㈱金居商店 卸売・小売業 鳥取県 鳥取県鳥取市
114 ㈱ガレージゼロ 卸売・小売業 鳥取県 鳥取県鳥取市
115 ㈱三和木材市場 卸売・小売業 鳥取県 鳥取県鳥取市
116 ㈱シャルビー 卸売・小売業 鳥取県 鳥取県鳥取市
117 ㈱東陽 卸売・小売業 鳥取県 鳥取県鳥取市
118 ㈱中井脩 卸売・小売業 鳥取県 鳥取県鳥取市 www.nakaishu.co.jp
119 ㈱人形のはなふさ 卸売・小売業 鳥取県 鳥取県鳥取市 www.n-hanafusa.co.jp/
120 ㈱ヤマネ機材 卸売・小売業 鳥取県 鳥取県鳥取市
121 ㈲ギフトショップトダ 卸売・小売業 鳥取県 鳥取県鳥取市
122 ㈲田畑商店 卸売・小売業 鳥取県 鳥取県鳥取市
123 ㈲リックベル 卸売・小売業 鳥取県 鳥取県東伯郡北栄町
124 （株）Ｏｐｔｉｃａ　ワダ 卸売・小売業 鳥取県 米子市上福原１４５５－２ http://optica-wada.com/

125 （株）ファーストプライズ 卸売・小売業 鳥取県 米子市両三柳２９２９－９ http://www.firstprize.jp/

126 (株）めぐみ 卸売・小売業 鳥取県 西伯郡南部町上中谷２０１６ http://www.megumi-llc.jp/

127 （株）ワコール―ブ 卸売・小売業 鳥取県 米子市流通町１５８－１４
128 (株)千年王国 卸売・小売業 鳥取県 境港市松ヶ枝町３１ http://www.sennenoukoku.jp/

129 （有）Ｒｅｉｎｄｅｅｒ 卸売・小売業 鳥取県 米子市勝田町３３４ http://www.reindeer.co.jp/

130 （有）フォルテシモ 卸売・小売業 鳥取県 米子市新開５丁目１－９
131 （有）マルシン産業 卸売・小売業 鳥取県 米子市長砂町８０５ http://www.goo-net.com/usedcar_shop/1040083/

132 （有）ロイヤルコーヒー 卸売・小売業 鳥取県 米子市旗ケ崎２１３６ http://www4.ocn.ne.jp/~royalcof/

133 （有）北新商会 卸売・小売業 鳥取県 米子市二本木５０１－２
134 エレックス（株） 卸売・小売業 鳥取県 米子市中島２丁目２－３４ http://www.elex-yonago.com/

135 マテリテック（株） 卸売・小売業 鳥取県 米子市上福原４－１－４４
136 井上鋼材（株） 卸売・小売業 鳥取県 米子市和田町１２９８ http://wadahama.com/m-19-inoue.html

137 丸井食品（有） 卸売・小売業 鳥取県 米子市旗ヶ崎2133

138
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

139 木村鮮魚店 卸売・小売業 鳥取県 米子市大篠津町４８３－１
140 ㈲石野石材工業所 卸売・小売業 鳥取県 鳥取県鳥取市 www.ishinosekizai.co.jp
141 協和システム（株） 卸売・小売業 鳥取県 米子市両三柳３７６８－１ http://www1.ocn.ne.jp/~kyowasc/

142 （株）Ｓ＆Ｓ 卸売・小売業 鳥取県 米子市観音寺新町１－２－１
143 (株)シバタ米子営業所 卸売・小売業 鳥取県 米子市両三柳５１０１ http://www.src-g.com/
144 ㈲よねむら硝子店 卸売・小売業 鳥取県 鳥取県鳥取市 http://www2.ocn.ne.jp/~y-galasu/

145 （株）エル・グラッド 卸売・小売業 鳥取県 米子市夜見町２４２９ http://www1.ocn.ne.jp/~lglad/shop.html

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

147 ＴＲＥＡＳＵＲＥ 卸売・小売業 鳥取県 鳥取県鳥取市
148 魚倉鮮魚店 卸売・小売業 鳥取県 鳥取県倉吉市
149 ㈱富士ユニコン 卸売・小売業 鳥取県 鳥取県鳥取市 http://fujiunicon.com/
150 ㈲藤田仏具本店 卸売・小売業 鳥取県 鳥取県鳥取市 http://www.fujitabutugu.jp

151 ㈱丸安 運輸業 鳥取県 鳥取県鳥取市
152 (有）鳥果運輸 運輸業 鳥取県 東伯郡琴浦町大字八幡６１－
153 (有）日野運送 運輸業 鳥取県 米子市石州府７５９－１４
154 （有）野口運送 運輸業 鳥取県 東伯郡琴浦町八幡２２５－１ http://nogu-chi.com/
155 つばめタクシー（株） 運輸業 鳥取県 米子市西福原５丁目８－１２
156 (有)スバル代行 運輸業 鳥取県 米子市米原９－１１－１３

157 (有)美さご
飲食店・
宿泊業

鳥取県 米子市朝日町４７ http://www.misago.jp/



158 イタリア料理ピアノピアノ
飲食店・
宿泊業

鳥取県 米子市万能町１７５

159 ㈱ＣＦＳ 飲食店、宿泊業 鳥取県 鳥取県鳥取市 www.c-f-s.jp
160 ㈱Ｔｒｅｅｓ 飲食店、宿泊業 鳥取県 鳥取県鳥取市
161 ㈱鳥取県庁食堂 飲食店、宿泊業 鳥取県 鳥取県鳥取市
162 ㈱ナカニシ 飲食店、宿泊業 鳥取県 鳥取県鳥取市 http://www4.ocn.ne.jp/~amimoto/

163 ㈱ピィーウェーブ 飲食店、宿泊業 鳥取県 鳥取県鳥取市
164 ㈲ちくま 飲食店、宿泊業 鳥取県 鳥取県鳥取市 www.ggyao.usen.com/0005004323/

165 (株)Ｒａｐｈｅａｌ 飲食店、宿泊業 鳥取県 米子市西福原６－３－５０ http://www.rapheal.jp/
166 ㈲ヨコイ 飲食店、宿泊業 鳥取県 鳥取県鳥取市

167
ＮＰＯ法人就労支援セン
ター和貴の郷

医療、福祉 鳥取県 鳥取県鳥取市

168
社会福祉法人讃美会おれん
じ湖山ﾃﾞｨｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ

医療、福祉 鳥取県 鳥取県鳥取市

169 社会福祉法人やず 医療、福祉 鳥取県 鳥取県八頭郡八頭町 www.yazu-sukoyaka.or.jp

170
特定非営利活動法人さくら
んぼ

医療、福祉 鳥取県 鳥取県鳥取市

171 ㈲山陰予防医学研究所 医療、福祉 鳥取県 鳥取県鳥取市
172 ㈲しんせい 医療、福祉 鳥取県 鳥取県鳥取市
173 加藤どうぶつ病院 医療、福祉 鳥取県 鳥取県鳥取市 www.kato-ah.jp
174 ㈱やず友和苑 医療、福祉 鳥取県 鳥取県八頭郡八頭町
175 ㈲北村きのこ園 農業・林業 鳥取県 鳥取県八頭郡八頭町 www.kinoko.co.jp

176 （有）カジマ自動車
その他の
サービス業

鳥取県 米子市古豊千２２９－１ http://www.geocities.jp/maroji60/kajima.html

177 （有）吉川特装自動車
その他の
サービス業

鳥取県 米子市古豊千７７５－６

178 (有）松井オートサービス
その他の
サービス業

鳥取県 西伯郡大山町塩津８３４－２ http://www.rakuten.co.jp/matsui-auto/

179 （有）照商
その他の
サービス業

鳥取県 米子市米原３丁目１３－１０ http://yonago.mypl.net/shop/00000065748/?hid=50301&s=122&a=1496

180 （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

181 （有）中海工業
その他の
サービス業

鳥取県 境港市芝町９５８－７

182 （有）米子情報処理センター
その他の
サービス業

鳥取県 境港市松ヶ枝町１ http://www.y-ec.co.jp/

183 ＳＨＵＨＡＲＩ
その他の
サービス業

鳥取県
米子市目久美町３１－２６　メ
ゾンマーク３０１

http://www.shuharidea.com/

184 オキイ清掃（有）
その他の
サービス業

鳥取県 境港市芝町１２３９－１

185
ファイテンショップ　米子しん
まち店

その他の
サービス業

鳥取県
米子市西福原２－１－１０米
子しんまち専門店街３Ｆ

186 ペットランド ジャスティス
その他の
サービス業

鳥取県 米子市石州府１０－１

187 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５－１－２６－２
０８

http://refle-garden.com/

188 清水カウンセリングルーム
専門・技術サービ
ス業

鳥取県 鳥取県鳥取市 http://www1.ocn.ne.jp/~smz-room/

189
社会保険労務士法人ＭＯＹ
ＯＲＩＮＯ

専門・技術サービ
ス業

鳥取県 鳥取県鳥取市

190 ヤマショウ
専門・技術サービ
ス業

鳥取県 鳥取県倉吉市

191 ㈱アーステクノ
専門・技術サービ
ス業

鳥取県 鳥取県鳥取市

192 ㈱ハウスケアサービス
専門・技術サービ
ス業

鳥取県 鳥取県鳥取市

193 ㈱よみうり企画
専門・技術サービ
ス業

鳥取県 鳥取県鳥取市

194 ㈲オートメカサービス
専門・技術サービ
ス業

鳥取県 鳥取県鳥取市

195 ㈲木本自動車
専門・技術サービ
ス業

鳥取県 鳥取県東伯郡琴浦町

196 ㈲東部資源リサイクル
専門・技術サービ
ス業

鳥取県 鳥取県鳥取市



197 ㈲キーワード
専門・技術サービ
ス業

鳥取県 鳥取県鳥取市 www.keyword-co.net

198 澤田工業㈱ 製造業 鳥取県 鳥取県鳥取市 http://www.sawababy.com

199 ＬＯＶＥＲ　of  NAILS
生活関連サービ
ス・娯楽業

鳥取県 鳥取県鳥取市 http://hp.did.ne.jp/loverofnails/

200 Ｒｕｆａｓ
生活関連サービ
ス・娯楽業

鳥取県 鳥取県鳥取市

201 山陰松島遊覧㈱
生活関連サービ
ス・娯楽業

鳥取県 鳥取県岩美郡岩美町

202 サンヨウーグループ㈱セツ
生活関連サービ
ス・娯楽業

鳥取県 鳥取県鳥取市 www.sanyo.gr.jp

203 サンワールドツアー㈱
生活関連サービ
ス・娯楽業

鳥取県 鳥取県鳥取市

204 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 鳥取県鳥取市

205 ㈲くれよんカンパニー
生活関連サービ
ス・娯楽業

鳥取県 鳥取県鳥取市

206
㈲ファンシークリーニング
いのうえ

生活関連サービ
ス・娯楽業

鳥取県 鳥取県鳥取市

207 ㈲プラスペリティ
生活関連サービ
ス・娯楽業

鳥取県 鳥取県鳥取市

208 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

209
（財）鳥取市中小企業勤労
者福祉サービスセンター

サービス業（他に
分類されないも

鳥取県 鳥取県鳥取市 www.tottori-sc.com

210 （株）クリエイティブサポート
サービス業（他に
分類されないも

鳥取県 米子市久米町２５３ http://www.enjoy.ne.jp/~kazumagumi/

211 (株)大山乗馬クラブ
サービス業（他に
分類されないも

鳥取県
西伯郡大山町赤松２４５９－１
３０

http://www.daisen.net/uma/

212 安藤自動車
サービス業（他に
分類されないも

鳥取県 鳥取県鳥取市

213 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

鳥取県 鳥取県鳥取市

214 関西リース
サービス業（他に
分類されないも

鳥取県 鳥取県鳥取市

215 山陰警備保障㈱
サービス業（他に
分類されないも

鳥取県 鳥取県鳥取市

216
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

鳥取県 鳥取県鳥取市 http://noda-office.main.jp

217 八光自動車㈲
サービス業（他に
分類されないも

鳥取県 鳥取県鳥取市

218 山名自動車工業
サービス業（他に
分類されないも

鳥取県 鳥取県鳥取市

219 ワイド警備保障㈲
サービス業（他に
分類されないも

鳥取県 鳥取県鳥取市

220 ㈱Ｓ＆Ｓ
サービス業（他に
分類されないも

鳥取県 鳥取県鳥取市

221 ㈱情報サービス鳥取
サービス業（他に
分類されないも

鳥取県 鳥取県鳥取市 www.istori.jp

222 ㈲イナバ葬祭センター
サービス業（他に
分類されないも

鳥取県 鳥取県鳥取市

223 ㈲カーボディーオオタ
サービス業（他に
分類されないも

鳥取県 鳥取県鳥取市

224 ㈲林オート
サービス業（他に
分類されないも

鳥取県 鳥取県鳥取市

225 （株）リムカム
サービス業（他に
分類されないも

鳥取県 米子市陰田町６７２－１

226 (有）インテリア向洋
サービス業（他に
分類されないも

鳥取県 米子市両三柳１５５－６

227 ㈲アトラス警備保障
サービス業（他に
分類されないも

鳥取県 鳥取県東伯郡湯梨浜町

228 医療法人社団野津医院 医療、福祉 鳥取県 鳥取県鳥取市
229 メディクス㈲ 情報通信業 鳥取県 鳥取県鳥取市 http://medixweb.jp
230 ㈲第一設備工業 建設業 鳥取県 鳥取県鳥取市



231 ＲＥＬＥ
生活関連サービ
ス・娯楽業

鳥取県 鳥取県鳥取市

232 ㈲ロータス 飲食店、宿泊業 鳥取県 鳥取県鳥取市 http://www.yumehiko.co.jp

233 hair st, baundary
専門・技術サービ
ス業

鳥取県 米子市皆生３－６－１ http://www.h-boundary.com

234 （有）森の国
サービス業（他に
分類されないも

鳥取県 大山町赤松６３４ http://www.japro.com/morinokuni/

235 （有）清月 卸売・小売業 鳥取県 米子市尾高町４７－２ http:/www.seigetu.jp/

236 (株)ジースペース
専門・技術サービ
ス業

鳥取県 米子市両三柳３９６

237 (株)ワーパス
サービス業（他に
分類されないも

鳥取県 米子市米原８－２－２３ http://www.wapuse.co.jp/

238 (株)リンクス 建設業 鳥取県 境港市蓮池町５０－１ http://www4.ocn.ne.jp/~rinx/

239 (有)建創板金 建設業 鳥取県 境港市外江町２１２９－３ http://www14.ocn.ne.jp/~kenso/

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

241 日本海冷凍魚(株) 製造業 鳥取県 境港市昭和町１２－２６

242
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

243 株式会社常松不動産 不動産業 島根県 出雲市大津朝倉2丁目3番地 http://www.tsunematsu-kf.com/

244 有限会社影山コンサルタン 不動産業 島根県 出雲市塩冶町412-1 http://kagecon.on.s-bs.jp

245 有限会社セントラルビル 不動産業 島根県 出雲市今市町717番地
246 アクセス有限会社 不動産業 島根県 出雲市天神町2番地 http://www.access.ecweb.jp/access/

247 株式会社シンソー 不動産業 島根県 出雲市塩冶町1772-2 http://www.shinso.net/index.html

248 有限会社伊藤コンサルタン 不動産業 島根県 出雲市天神町483 http://www.ito-consultant.co.jp

249 新日本商事　有限会社 不動産業 島根県 松江市平成町１８２番地３３
250 板倉酒造有限会社 製造業 島根県 出雲市塩冶町468 http://www.tenon.jp
251 株式会社　福田本店SC 製造業 島根県 松江市西川津町２１０１－１

252 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５５７
－２

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

253 株式会社こびき屋 製造業 島根県
松江市東出雲町下意東１６３
６－１

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

254 株式会社ふじや 製造業 島根県 出雲市斐川町直江1184
255 株式会社矢田製作所 製造業 島根県 出雲市長浜町659-20
256 小松電機産業株式会社 製造業 島根県 松江市乃木福富町７３５－１８ http://www.komatsuelec.co.jp/

257 ジョリカドー 製造業 島根県 出雲市天神町238-28

258 角蒲鉾株式会社 製造業 島根県
松江市東出雲町錦浜５８３－
２１

http://sumikama.jp/

259 日吉製菓株式会社 製造業 島根県 出雲市長浜町659-19 http://www.hiyoshi-seika.com/company_info.html

260 松栄印刷　有限会社 製造業 島根県 松江市西川津町６６７番地１

261 有限会社 寿山商店 製造業 島根県
松江市東出雲町揖屋２５１０
－６

http://www.juyama.jp/

262 有限会社　中村木材 製造業 島根県 松江市鹿島町武代１８番地１
263 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/

264 有限会社　サンコー 製造業 島根県 仁多郡奥出雲町八代２５８－
265 有限会社　フィット 製造業 島根県 仁多郡奥出雲町三成２４０－

266 有限会社　　井上醤油店 製造業 島根県
仁多郡奥出雲町下阿井１４３
０－２

http://inoue-shoyu.jp/

267 有限会社　本田商店 製造業 島根県 雲南市木次町木次３２３番地 http://www.soba-h.com/

268 リンツ洋菓子研究所株式会 製造業 島根県 出雲市大津朝倉２丁目1-12
269 有限会社古代柱醤油醸造 製造業 島根県 出雲市芦渡町913-42 http://www.kodaibashira.jp/

270 有限会社ナガサコ印刷 製造業 島根県 出雲市下横町350
271 有限会社江陽印刷 製造業 島根県 出雲市平田町1891-7
272 石飛産業株式会社 製造業 島根県 出雲市古志町1029-1
273 有限会社坂根屋 製造業 島根県 出雲市今市町890 http://www2.crosstalk.or.jp/sakaneya/

274 有限会社　伊藤製作所 製造業 島根県 松江市東出雲町揖屋７０４－

275 有限会社　石原溶接 製造業 島根県
松江市東出雲町錦浜５８３－
１４

276 田辺精機株式会社 製造業 島根県 出雲市大津町1391-13
277 株式会社総合エンジニア 製造業 島根県 出雲市斐川町出西3644-1 http://www.sogo-e2002.co.jp/

278 有限会社出雲樹脂 製造業 島根県 出雲市知井宮町1279-1
279 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/
280 株式会社竹田製作所 製造業 島根県 出雲市斐川町中州1525
281 株式会社シバオ 製造業 島根県 大田市水上町白坏658-1 http://www.shibao.co.jp/

282 メディアネットワーク株式会 製造業 島根県 出雲市大津町760-9



283 有限会社　小川鉄工所 製造業 島根県 江津市都野津町２３０７－２７ http://ogawatetuko.com/

284 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３２３－ http://www.arc-industry.jp/

285 山陰操業有限会社 製造業 島根県
松江市東出雲町揖屋２７３０
－５

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

286 有限会社　永島機工 製造業 島根県 松江市八幡町７８３－７
287 平野醬油醸造元 製造業 島根県 松江市中原町１５３番地 http://www.syouyu-ya.com/

288 有限会社　島田鉄工所 製造業 島根県
松江市東出雲町揖屋２３６２
－１

289 株式会社　藤原鐵工所 製造業 島根県 松江市富士見町５－４ http://www.fujihara-tekko.jp/

290 有限会社　花房板金 製造業 島根県
松江市東出雲町揖屋町２０１
番地

291 ガトーリビドー 製造業 島根県 仁多郡奥出雲町三成６６５－

292 樋野電機工業　有限会社 製造業 島根県
松江市東出雲町揖屋２７９８
番地２

http://www.hinoden.com/

293 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８６番
地１

http://nohara-heat.com/

294 有限会社　マルコウ 製造業 島根県 松江市鹿島町御津３５１－１ http://shop.marukou-fish.com/

295 石原精工株式会社 製造業 島根県
松江市東出雲町錦浜５８３番
地４

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

296 ㈱大惣 製造業 島根県 出雲市高松町639-1 http://www.daiso-web.net/

297 有限会社　京羅木農産 製造業 島根県
松江市東出雲町上意東１９６
５－１

298 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番地3 http://www.raiden.co.jp/top.html

299
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/outline.html

300 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 エイコー
駅南ビル5F

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

301
株式会社フレックスポイント
システムズ

情報通信業 島根県 出雲市今市町北本町1-1-3 http://www.flexpoint.co.jp

302 株式会社ナナイロ 情報通信業 島根県 出雲市斐川町大字坂田1934 http://www.7iro.co.jp/shimane/index.html

303 イズテック株式会社 建設業 島根県 出雲市浜町513-2 http://www.izutec.co.jp/

304 イマックス株式会社 建設業 島根県 出雲市高岡町166-1 http://imaichisuido.sakura.ne.jp/

305 カドワキ製作所 建設業 島根県
松江市東出雲町揖屋２２４６
－１

306 株式会社　植尾組 建設業 島根県 松江市矢田町５３４番地４ http://www.ii-ie.net/ueogumi/

307 株式会社　金見工務店 建設業 島根県 松江市上乃木２丁目１８－１ http://www.kanami-k.jp/

308 株式会社　日新電工 建設業 島根県
松江市古志原６丁目２２番２８
号

http://www2.crosstalk.or.jp/nisshin/

309 株式会社エースサービス 建設業 島根県 出雲市東福町169-1
310 株式会社カナモリ 建設業 島根県 出雲市灘分町807-18
311 株式会社トガノホーム 建設業 島根県 出雲市白枝町839-2 http://www.togano-con.jp/568.html

312 株式会社原田水道工業 建設業 島根県 出雲市塩冶町826-12
313 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/

314 北陽電気工事株式会社 建設業 島根県 益田市遠田町１９１６番地４ http://www.hokuyou.co.jp/

315 山陰フォーラム株式会社 建設業 島根県 出雲市東神西町95-2 http://www.sanin-forum.jp/

316 サンベ電気株式会社 建設業 島根県
松江市西津田１０丁目１３番３
６号

http://www.sanbe-denki.co.jp/

317 島根電工株式会社 建設業 島根県 松江市東本町５丁目４６番２ http://www.sdgr.co.jp/
318 昭和開発工業株式会社 建設業 島根県 出雲市西郷町334-1 http://showak.jp/index.php

319 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/

320 日昇鋼機株式会社 建設業 島根県 松江市古志原３丁目７－２４
321 円建創株式会社 建設業 島根県 松江市東津田町１２８０－１ http://www.madoka-arc.co.jp/

322 山代電気工業株式会社 建設業 島根県 松江市山代町１５１６番地
323 有限会社石原組 建設業 島根県 出雲市浜町1718-1
324 有限会社出雲採石 建設業 島根県 出雲市稗原町4088 http://www.izusai.co.jp/company.html

325 有限会社小沢工業 建設業 島根県 松江市馬潟町３５５－６
326 有限会社キサ商事 建設業 島根県 出雲市国富町124

327 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１３８
６番地

328 有限会社土江重機 建設業 島根県 出雲市国富町838-2 http://www.eco8.co.jp/shop/html/

329 有限会社ニシコオリ 建設業 島根県 出雲市渡橋町1180

330 有限会社福新工業 建設業 島根県
出雲市斐川町大字荘原町
2181-2

331 有限会社扶桑建設 建設業 島根県 出雲市西林木町４３－１ http://www.fusou-k.com/index.html



332 有限会社丸共運送店 建設業 島根県 仁多郡奥出雲町馬馳１２－１ http://www.marukyounso.jp/

333 和工土建 建設業 島根県 出雲市大塚町758-1

334
パルス建設コンサルタント
株式会社

建設業 島根県 出雲市西郷町333-1 http://www.pulse-cec.co.jp/sub1.html

335 フジホーム株式会社 建設業 島根県 松江市東出雲町揖屋５１－３

336 株式会社　アスト技建 建設業 島根県
松江市東出雲町下意東１５９
５番地１

http://www.ast-giken.jp/

337 株式会社おおやしろ工業 建設業 島根県 出雲市浜町319-6
338 有限会社　たつかわ 建設業 島根県 松江市上乃木２丁目２０－２５ http://www.tatsukawa.jp/

339 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/

340 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/

341 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町１５０
－４

342 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

343 日昇工業 建設業 島根県
松江市東出雲町錦新町３－１
－４

344 ミシマ産業株式会社 建設業 島根県 出雲市天神町869
345 株式会社山﨑組 建設業 島根県 出雲市平田町1101
346 島根県火災共済協同組合 金融・保険業 島根県 松江市母衣町５５番地４ http://www.kenkasai.jp/
347 学校法人島根自動車学校 教育、学習支援業 島根県 出雲市塩冶町278-1 http://www.izumo-motor-school.ac.jp/

348 有限会社ニプコ山陰 教育、学習支援業 島根県 雲南市大東町上佐世1108
349 明石屋株式会社 卸売・小売業 島根県 松江市宍道町昭和９４番地 http://www.akashiya-ltd.co.jp/

350 オリーブハウス平田店 卸売・小売業 島根県 出雲市平田町1646
351 和幸　株式会社 卸売・小売業 島根県 松江市伊勢宮町５６４番地 http://www.wako-grp.com/

352 株式会社　一畑百貨店 卸売・小売業 島根県 松江市朝日町６６１番地 http://www.ichibata.co.jp/dept/

353 株式会社　藤忠 卸売・小売業 島根県 松江市平成町１８２－３３ http://www.fujichu-stove.com/

354 株式会社　プラチナ 卸売・小売業 島根県 松江市竹矢町１８３０ http://www.platinum-inc.jp/

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

356 株式会社　ミック 卸売・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/

357 合資会社　一文字家 卸売・小売業 島根県 松江市平成町１８２番地１９ http://www.ichimonjiya.jp/

358
フジキコーポレーション株式
会社

卸売・小売業 島根県
松江市東出雲町意宇南２－１
－１

http://mondawa.jp/

359 ホクサン厨機　株式会社 卸売・小売業 島根県 松江市西嫁島１丁目４－３１ http://www.hokusan.com/

360 有限会社　えんや呉服店 卸売・小売業 島根県 松江市竪町８６番地１
361 有限会社　伊達商店 卸売・小売業 島根県 松江市石橋町１３５ http://www.himawari-foods.com/

362 有限会社　ピー・エム・エー 卸売・小売業 島根県 松江市菅田町１８０番地 http://www.local-network.co.jp/pma/

363 有限会社セントラルスポー 卸売・小売業 島根県 出雲市今市町北本町1-1-3 http://www.sports-nakama.com/central-sports/

364 有限会社田中商事 卸売・小売業 島根県 松江市東朝日町１１６－７ http://www.tanakasports.jp/

365 有限会社樋野石油店 卸売・小売業 島根県 出雲市斐川町上直江1276-1
366 有限会社ポイント＆ライン 卸売・小売業 島根県 松江市雑賀町２２７番地 http://www.pandl.jp/
367 有限会社堀江薬局 卸売・小売業 島根県 出雲市大社町杵築南1370-2
368 有限会社　お茶の三幸園 卸売・小売業 島根県 松江市学園南２丁目１６－５ http://www.rakuten.co.jp/ocha350/

369 有限会社　白銀屋商店 卸売・小売業 島根県
松江市東出雲町錦新町８－１
－３

370 有限会社　めのうの店　川 卸売・小売業 島根県 松江市末次本町７６ http://www.1877.co.jp/
371 有限会社　アルソアいとくま 卸売・小売業 島根県 松江市西津田６丁目８－１３
372 有限会社　中村茶舗 卸売・小売業 島根県 松江市天神町６番地 http://www.nippon-tea.co.jp/

373 有限会社　宮本食肉店 卸売・小売業 島根県 松江市浜乃木２－４６ http://www.miyamoto-meat.jp/

374 株式会社　松文オフテック 卸売・小売業 島根県 松江市苧町６番地 http://www.matsubun-otc.co.jp/

375 株式会社　島根事務機 卸売・小売業 島根県 松江市苧町３６番地
376 株式会社　ふくしま 卸売・小売業 島根県 松江市学園南１丁目２０－３２ http://makanaiya.jp/
377 有限会社マルニシ物産 卸売・小売業 島根県 出雲市灘分町1068-1 http://marunishibussan.web.fc2.com/

378 株式会社イズカ 卸売・小売業 島根県 出雲市長浜町337-13 http://www.izuka.co.jp/
379 ジャーク・スリー 卸売・小売業 島根県 出雲市高岡町512-1

380
島根県中古自動車販売商
工組合

卸売・小売業 島根県 出雲市西神西沖町800-1 http://www.ju-shimane.com/index.html

381 有限会社いちご調剤薬局 卸売・小売業 島根県 出雲市塩冶町1534-5 http://www.ichigo-group.jp/

382 有限会社カワシマ 卸売・小売業 島根県 出雲市今市町1396
383 株式会社西屋 卸売・小売業 島根県 出雲市矢野町353-2 http://www4.ocn.ne.jp/~nishiya/index.html

384 株式会社プロジェクト21出 卸売・小売業 島根県 出雲市平田町1708-1 http://www.viva-sc.com/shop/c-guide.html

385 マルサン石油株式会社 卸売・小売業 島根県 出雲市小山町552-1
386 田村電器有限会社 卸売・小売業 島根県 松江市西川津町８５２－６
387 錦織酒店 卸売・小売業 島根県 松江市雑賀町７６１番地 http://www.nishikori.jp/



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

389 FIC小竹原 卸売・小売業 島根県 松江市袖師町７番地２３
390 有限会社安原自動車 卸売・小売業 島根県 出雲市浜町94-4 http://hptools.carpod.jp/owner/134108000/index.html

391 有限会社山口電機工業所 卸売・小売業 島根県 出雲市高岡町62-7
392 株式会社原寿園 卸売・小売業 島根県 出雲市今市町2076
393 アクレッド照明株式会社 卸売・小売業 島根県 出雲市白枝町1147

394
出雲地区生コンクリート協
同組合

卸売・小売業 島根県 出雲市塩冶原町1-3-24

395 有限会社藤増ストアー 卸売・小売業 島根県 出雲市知井宮町973 http://fujimasu.jp/company.html

396 木次乳業有限会社 卸売・小売業 島根県 雲南市木次町東日登２２８－ http://www.kisuki-milk.co.jp/

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

398 有限会社福花園 卸売・小売業 島根県 大田市大田町大田イ259

399
株式会社　パラダイスコー
ポレーション

卸売・小売業 島根県
松江市古志原３丁目１番１９
号

400 東洋ソーラー株式会社 卸売・小売業 島根県 松江市北陵町４６番地５ http://www.toyosolar.co.jp/

401 株式会社　彩雲堂 卸売・小売業 島根県 松江市天神町１２４ http://www.saiundo.co.jp/

402 ㈱ホンダカーズ出雲 卸売・小売業 島根県 出雲市斐川町荘原2242番地 http://www.hondacars-izumo.co.jp/

403 有限会社　竹内石油店 卸売・小売業 島根県 飯石郡飯南町頓原２０７９
404 山善商会有限会社 卸売・小売業 島根県 松江市竹矢町５１－１ http://www.e-otsumami.jp/

405 株式会社　山陰陸送 運輸業 島根県 松江市富士見町３－１
406 橋本商店株式会社 運輸業 島根県 浜田市三隅町岡見６１９８－５

407 有限会社　いやタクシー 運輸業 島根県
松江市東出雲町揖屋町６１１
－５

http://www.higashiizumokankou.jp/

408 出雲寿観光有限会社 飲食店、宿泊業 島根県 出雲市斐川町荘原町2891-3 http://www.airporthotel.jp

409 カフェキッチンDaDa 飲食店、宿泊業 島根県 松江市殿町１９８－１

410
株式会社　RCクリエイティブ
グループ

飲食店、宿泊業 島根県 松江市上乃木２丁目２１－１０ http://www.rcgroup.co.jp/

411 株式会社　ホテル一畑 飲食店、宿泊業 島根県 松江市千鳥町３０番地 http://www.ichibata.co.jp/hotel/

412 炭火焼 山芳 飲食店、宿泊業 島根県 仁多郡奥出雲町三成２６０番
413 有限会社玉造皆美 飲食店、宿泊業 島根県 松江市玉湯町玉造１２１８－８ http://www.minami-g.co.jp/

414 有限会社根っこや 飲食店、宿泊業 島根県
松江市東出雲町揖屋２２９９
－４

http://nekkogroup.com/

415 麺家 飲食店、宿泊業 島根県 出雲市大社町780-10
416 有限会社　松江皆美館 飲食店、宿泊業 島根県 松江市末次本町１４ http://www.minami-g.co.jp/

417
メディアクッキングサービス
株式会社

飲食店、宿泊業 島根県 出雲市大津町760-9

418 有限会社内田荘 飲食店、宿泊業 島根県 出雲市平田町1450-11 http://www2.crosstalk.or.jp/uchida/

419 株式会社　魚一 飲食店、宿泊業 島根県 松江市魚町２７ http://www.uoichi.net/
420 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 http://www.orangeroad.co.jp/

421
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

422
デイサービス奥出雲　ふる
さとの杜

医療、福祉 島根県
仁多郡奥出雲町三沢９２７－
５８

423
シル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

424
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５７０７ http://www.sanin-kateigakuin.jp/

425
社会福祉法人　あおぞら福
祉会

医療、福祉 島根県
雲南市大東町下阿用６９１－
１

http://aozora-fukushi.jp/

426 株式会社　だんだん工房 医療、福祉 島根県 松江市鹿島町御津３５１－１
427 井上養鶏場 農業・林業 島根県 安来市赤江町宮須３３６０

428 株式会社　soil
専門・技術サービ
ス業

島根県 安来市広瀬町町帳１７－１

429 株式会社　サンテクノス
専門・技術サービ
ス業

島根県 松江市西嫁島１丁目２－９ http://www.sut.co.jp/

430 株式会社　マツケイ
専門・技術サービ
ス業

島根県
松江市乃木福富町７３５番地
２１１

http://www.matsukei.co.jp/

431 株式会社システム工房エム
専門・技術サービ
ス業

島根県 松江市西津田３丁目２－３ http://www.kouboum.co.jp/

432 株式会社フォーシンク出雲
専門・技術サービ
ス業

島根県 出雲市高岡町291番地1 http://fourthink.jp/

433 株式会社メディアスコープ
専門・技術サービ
ス業

島根県 松江市北陵町５１－２ http://www.ms-ltd.co.jp/



434
ヘア・プロデュース　アー
ジュ

専門・技術サービ
ス業

島根県 松江市山代町４７４－９

435
有限会社　Ｋ．Ｍ cle du
bonheur

専門・技術サービ
ス業

島根県 松江市古志原２丁目２２－３２ http://www.yasashiioto.co.jp/

436
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/

437
社会保険労務士行政書士
市場事務所

専門・技術サービ
ス業

島根県 松江市学園南２丁目５－１３

438 有限会社　ベレーム
専門・技術サービ
ス業

島根県 松江市古曽志町５６７－２６

439
株式会社　アキュートシスコ
ム

専門・技術サービ
ス業

島根県 松江市乃白町３３４－６ http://www.acute-sc.co.jp/

440 有限会社　丸善オート
専門・技術サービ
ス業

島根県
松江市東出雲町錦浜５８３－
１３

441 有限会社　ａ・ｓ・ｋ
専門・技術サービ
ス業

島根県
松江市学園１丁目２２－７－４
０１

http://hair-ask.com/

442
矢野建築設計事務所　有限
会社

専門・技術サービ
ス業

島根県 松江市上乃木４－１－８ http://www.t-yano.com/

443 有限会社　エイアールティ
専門・技術サービ
ス業

島根県 松江市東津田町４９１番地

444 株式会社　コスモブレイン
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

http://www.cosmo-brain.com/

445 株式会社　ヤマト
専門・技術サービ
ス業

島根県 松江市東津田町１２９８－３ http://www.kk-yamato.jp/

446 株式会社　エイト
生活関連サービ
ス・娯楽業

島根県
益田市美都町宇津川　ロ６３
０－３

http://mito-onsen.com/

447 有限会社タナベ
生活関連サービ
ス・娯楽業

島根県 出雲市斐川町荘原町353-7

448 リトルトリー
生活関連サービ
ス・娯楽業

島根県 出雲市白枝町946-1-A

449 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

450 HAIRMAKE310
生活関連サービ
ス・娯楽業

島根県
松江市学園１丁目７－３５－１
０２

http://www.hairmake310.com/

451 有限会社　樹
生活関連サービ
ス・娯楽業

島根県 松江市西川津町７４８－５１

452 Gwind株式会社
生活関連サービ
ス・娯楽業

島根県
松江市東出雲町揖屋町２４５
０－１８

http://www.happy-clean.com/

453 有限会社ニチデン
生活関連サービ
ス・娯楽業

島根県 出雲市天神町855

454 美容室Hair&Relaxブランコ
生活関連サービ
ス・娯楽業

島根県 出雲市平田町7116-1

455 有限会社ベラミ美容室
生活関連サービ
ス・娯楽業

島根県 出雲市今市町南本町28-13 http://i-berami.com/

456 有限会社すだ美容院
生活関連サービ
ス・娯楽業

島根県 出雲市斐川町荘原3849

457 アラム株式会社
サービス業（他に
分類されないも

島根県 出雲市西園町206-1

458 石見銀山株式会社
サービス業（他に
分類されないも

島根県 大田市大森町ニ73-1 http://www.iwami-ginzan.co.jp/

459 奥出雲高尾ふれあい牧場
サービス業（他に
分類されないも

島根県 仁多郡奥出雲町三成２６０

460
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

島根県 松江市西嫁島２丁目８番２３ http://www.kodama-s.co.jp/

461 有限会社ほり江
サービス業（他に
分類されないも

島根県 出雲市平田町2069-2 http://www.hotel-horie.com/

462 有限会社　フローレス
サービス業（他に
分類されないも

島根県 松江市学園２丁目５－８ http://www.f-flawless.net/

463 株式会社　さんびる
サービス業（他に
分類されないも

島根県 松江市南田町９２－１ http://www.sanbg.com/

464 警友株式会社
サービス業（他に
分類されないも

島根県 松江市浜乃木２丁目６－９

465 インザスカイ株式会社
サービス業（他に
分類されないも

島根県 江津市浅利町130-8



466 東出雲町商工会
サービス業（他に
分類されないも

島根県 松江市東出雲町揖屋１１２５

467 島根ビル管理有限会社
サービス業（他に
分類されないも

島根県 出雲市大津町292-12

468
有限会社出雲ビーシーク
リーン

サービス業（他に
分類されないも

島根県 出雲市古志町1237-1 http://www2.ocn.ne.jp/~izumobc/

469 株式会社リフレックス
サービス業（他に
分類されないも

島根県 出雲市平田町1101

470 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/

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

472 大成電気水道工業株式会 建設業 島根県 出雲市大津新崎町5-50 http://www.taisei-dsk.ecnet.jp/index.html

473 日晃電設株式会社 建設業 島根県 出雲市大津新崎町6-19-1 http://www2.crosstalk.or.jp/tatenui/nikko/index.html

474 有限会社三友電工 建設業 島根県 出雲市渡橋町1126-1
475 株式会社　木下工務店 建設業 島根県 安来市安来町９１７－３ http://www17.plala.or.jp/kino-home/

476
有限会社アエラ地域文化デ
ザイン室

専門・技術サービ
ス業

島根県 松江市東朝日町２２７－４０１ http://aera-design.jp/

477
株式会社出雲空港カント
リー倶楽部

サービス業（他に
分類されないも

島根県 出雲市斐川町学頭3738-1 http://ik-cc.net/

478 鐘推隆之司法書士事務所
専門・技術サービ
ス業

島根県 出雲市大津新崎町5-55

479 株式会社タケダ造園
サービス業（他に
分類されないも

島根県 出雲市下横町402 http://takezofarm.co.jp

480 オルフェ
生活関連サービ
ス・娯楽業

島根県 出雲市渡橋町1164-1

481
有限会社フォールシュラー
ク

サービス業（他に
分類されないも

島根県 出雲市平野町393

482 株式会社大幸電設 建設業 島根県 松江市西津田町9丁目3番18
483 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/
484 株式会社アキュートシスコ 情報通信業 島根県 松江市乃白町334-6 http://www.acute-sc.co.jp/

485 株式会社ルーツ 情報通信業 島根県 松江市西川津町4080 http://tokyo-roots.selfip.com/index.html

486 株式会社エバーコム 情報通信業 島根県 松江市西嫁島3丁目4番27号
487 勝部建築 建設業 島根県 出雲市斐川町名島771-1

488 有限会社ミカミ
生活関連サービ
ス・娯楽業

島根県 出雲市塩冶有原町5-15

489 株式会社ひらた 飲食店、宿泊業 島根県 出雲市西平田町219 http://www.hirata-maple.co.jp

490
佐藤大樹登記測量行政書
士事務所

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

491 倉敷商工会議所 複合サービス事業 岡山県 倉敷市白楽町２４９－５ http://www.kura-cci.or.jp/

492 下津井電鉄㈱ 複合サービス事業 岡山県 岡山市北区大元駅前3-16 http://www.shimoden.co.jp/

493 トータルオフィスJTS 複合サービス事業 岡山県 岡山市南区泉田318-17
494 野坂総業㈱ 複合サービス事業 岡山県 岡山県備前市西片上1825-1 http://www.nozaka.jp/
495 ㈱ビザビ 複合サービス事業 岡山県 岡山市北区内山下1-31 http://www.vis-a-vis.co.jp

496 ㈱ビザビ 複合サービス事業 岡山県 岡山市北区内山下1-3-1 http://www.vis-a-vis.co.jp/

497 下津井電鉄㈱ 複合サービス事業 岡山県 岡山市北区大元駅前3-16 http://www.shimoden.co.jp/

498 野坂総業㈱ 複合サービス事業 岡山県 岡山県備前市西片上1825-1 http://www.nozaka.jp/
499 トータルオフィスJTS 複合サービス事業 岡山県 岡山市南区泉田318-17
500 ㈱ビザビ 複合サービス事業 岡山県 岡山市北区内山下1-31 http://www.vis-a-vis.co.jp

501 倉敷商工会議所 複合サービス事業 岡山県 倉敷市白楽町２４９－５ http://www.kura-cci.or.jp/

502 (株)ありき 不動産業 岡山県 津山市山北770-16 http://www.ariki.jp
503 ㈱スクエアビル 不動産業 岡山県 岡山市北区駅元町1-4 http://www.square-building.com

504 ㈱総社不動産センター 不動産業 岡山県 総社市井尻野1661-1 http://www.urban.ne.jp/home/sojafudo/

505 桝本産業㈱ 不動産業 岡山県 岡山市北区本町10-22
506 ㈱スクエアビル 不動産業 岡山県 岡山市北区駅元町1-4 http://www.square-building.com

507 ㈱総社不動産センター 不動産業 岡山県 総社市井尻野1661-1 http://www.urban.ne.jp/home/sojafudo/

508 山陽地所㈱ 不動産業 岡山県 岡山市北区柳町2-4-23 http://www.sanyo-jisho.com/

509 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://sakazu-corp.co.jp

510 (株)高橋ポンプ設備工業
電気・ガス・熱供
給・水道業

岡山県 津山市押入566-1

511 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://sakazu-corp.co.jp

512 ＩＫＯＭＡ　ロボテック(株) 製造業 岡山県 津山市戸島634-28
513 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/aiboll

514 カバヤ食品㈱ 製造業 岡山県 岡山市北区御津野々口1100 http://www.kabaya.co.jp



515 (株)光岡製作所 製造業 岡山県 津山市福力16
516 倉敷製帽㈱ 製造業 岡山県 倉敷市羽島６５－７ http://www.kurabou.co.jp

517 コアテック㈱ 製造業 岡山県 総社市赤浜５００ http://www.coretec.co.jp/

518 ササベ印刷㈱ 製造業 岡山県 倉敷市西阿知町西原１３２７ http://www.sasabe.co.jp/

519 ゼノー・テック㈱ 製造業 岡山県 岡山市南区豊浜町12-8 http://www.zeno.co.jp/zenotech/

520 ゼノー工具㈱ 製造業 岡山県 岡山市南区豊浜町10-32 http://www.zeno.jp
521 竹本木材(株) 製造業 岡山県 津山市妙原58-1
522 中国精油㈱ 製造業 岡山県 岡山市北区中山下2-1-77 http://www.chusei-oil.com

523 ドレイシー㈱ 製造業 岡山県 浅口市鴨方町六条院西２３２
524 中田テント㈱ 製造業 岡山県 倉敷市北畝５丁目２３－６０
525 ピー・エム・テクニカル㈱ 製造業 岡山県 岡山市南区豊浜町12-14
526 備北精工㈱ 製造業 岡山県 高梁市成羽町坂本1648-1
527 福井印刷(株) 製造業 岡山県 津山市高野山西2115-18 http://www.fukui.-innsatu.co.jp

528 福栄産業㈱ 製造業 岡山県 倉敷市南畝６丁目８－４１
529 富士鋼業㈱ 製造業 岡山県 岡山県赤磐市山口2105 http://www.fujiko-kk.co.jp

530 ペガサスキャンドル㈱ 製造業 岡山県 倉敷市西阿知町１３２０－５ http://www.pegasuscandle.com

531 丸進工業㈱ 製造業 岡山県 岡山県倉敷市曽原439 http://www.hanpu-ya.com

532 ㈱MEパックス 製造業 岡山県 岡山県備前市伊部260-1 http://www.k5.dion.ne.jp/~maejima/

533 ㈱アース産業 製造業 岡山県 倉敷市南畝2-5-25 http://earth-i.jp/
534 ㈱アトムジャパン 製造業 岡山県 岡山市南区西市420-9
535 ㈱伊丹製作所 製造業 岡山県 岡山市北区延友433 http://homepage1.nifty.com/itamiseisaku/

536 ㈱ウィル 製造業 岡山県 岡山市東区楢原760-2 http://www.will-ok.com/

537 ㈱紀文食品　岡山総社工場 製造業 岡山県 総社市井尻野700
538 ㈱共和工業所 製造業 岡山県 倉敷市松江４丁目２－３ http://www.kyowa-gr.co.jp

539 ㈱ニシモト 製造業 岡山県 倉敷市連島町連島1955-2 http://www.24moto.co.jp/index.html

540 ㈱ニッコーテック 製造業 岡山県 倉敷市安江461-8
541 ㈱日本ステントテクノロジー 製造業 岡山県 岡山市北区芳賀5303 http://www.jstentech.com

542 ㈱富士 製造業 岡山県 岡山市東区九蟠1119-2
543 ㈱守屋鉄工所 製造業 岡山県 倉敷市下庄1138-20 http://www12.plala.or.jp/moriron

544 ㈲Ｃ・Ｐプロウセス 製造業 岡山県 倉敷市真備町辻田９６３

545 ㈲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

546 ㈲みつ鉄工 製造業 岡山県 岡山市北区御津宇垣1447
547 ㈱山方永寿堂 製造業 岡山県 岡山市中区西川原53-8 http://www.kibidango.biz

548
㈱山本金属製作所岡山研
究開発センター

製造業 岡山県 岡山市北区芳賀5324 http://www.yama-kin.co.jp/

549 冨士ベークライト㈱ 製造業 岡山県 岡山県小田郡矢掛町小田 http://www.fujibake.com

550 ㈲まるみ麹本店 製造業 岡山県 総社市美袋1825-3 http://www.marumikouji.jp

551 (有)末田工業所 製造業 岡山県 津山市川崎541
552 (株)山形とうふ 製造業 岡山県 津山市日上3-1
553 サコ電子工業(有) 製造業 岡山県 津山市川崎1130
554 ㈱ショーワ 製造業 岡山県 倉敷市児島稗田町2006 http://www.showatex.co.jp/

555 カモ井加工紙㈱ 製造業 岡山県 倉敷市片島町236 http://www.kamoi-net.co.jp

556 ㈱北蝶化成 製造業 岡山県 総社市新本8878
557 川上電工協業組合 製造業 岡山県 高梁市川上町地頭1672-1
558 フェニテックセミコンダクター 製造業 岡山県 井原市木之子町150 http://www.phenitec.co.jp

559 横山製網㈱ 製造業 岡山県 瀬戸内市邑久町虫明3133 http://www.yokoyamaseimo.co.jp/

560 ㈲神田電機商会 製造業 岡山県 備前市伊部1834-1 http://www.kandadenki.jp/

561 ㈲神田電機商会 製造業 岡山県 備前市伊部1834-1 http://www.kandadenki.jp/

562 川上電工協業組合 製造業 岡山県 高梁市川上町地頭1672-1
563 フェニテックセミコンダクター 製造業 岡山県 井原市木之子町150 http://www.phenitec.co.jp

564 横山製網㈱ 製造業 岡山県 瀬戸内市邑久町虫明3133 http://www.yokoyamaseimo.co.jp/

565 ㈱ショーワ 製造業 岡山県 倉敷市児島稗田町2006 http://www.showatex.co.jp/

566 ㈱山方永寿堂 製造業 岡山県 岡山市中区西川原53-8 http://www.kibidango.biz

567
㈱山本金属製作所岡山研
究開発センター

製造業 岡山県 岡山市北区芳賀5324 http://www.yama-kin.co.jp/

568 冨士ベークライト㈱ 製造業 岡山県 岡山県小田郡矢掛町小田 http://www.fujibake.com

569 ㈱富士 製造業 岡山県 岡山市東区九蟠1119-2
570 ㈱MEパックス 製造業 岡山県 岡山県備前市伊部260-1 http://www.k5.dion.ne.jp/~maejima/

571 ㈱伊丹製作所 製造業 岡山県 岡山市北区延友433 http://homepage1.nifty.com/itamiseisaku/

572 ゼノー工具㈱ 製造業 岡山県 岡山市南区豊浜町10-32 http://www.zeno.jp
573 富士鋼業㈱ 製造業 岡山県 岡山県赤磐市山口2105 http://www.fujiko-kk.co.jp

574 ㈱日本ステントテクノロジー 製造業 岡山県 岡山市北区芳賀5303 http://www.jstentech.com

575 中国精油㈱ 製造業 岡山県 岡山市北区中山下2-1-77 http://www.chusei-oil.com



576 丸進工業㈱ 製造業 岡山県 岡山県倉敷市曾原439 http://www.hanpu-ya.com

577 ㈲みつ鉄工 製造業 岡山県 岡山市北区御津宇垣1447
578 ㈱アース産業 製造業 岡山県 倉敷市南畝2-5-25 http://earth-i.jp/
579 ピー・エム・テクニカル㈱ 製造業 岡山県 岡山市南区豊浜町12-14
580 備北精工㈱ 製造業 岡山県 高梁市成羽町坂本1648-1
581 カバヤ食品㈱ 製造業 岡山県 岡山市北区御津野々口1100 http://www.kabaya.co.jp

582 カバヤ食品㈱ 製造業 岡山県 岡山市北区御津野々口 http://www.kabaya.co.jp/

583 ㈱ニシモト 製造業 岡山県 倉敷市連島町連島1955-2 http://www.24moto.co.jp/index.html

584 ㈱アトムジャパン 製造業 岡山県 岡山市南区西市420-9
585 ㈱守屋鉄工所 製造業 岡山県 倉敷市下庄1138-20 http://www12.plala.or.jp/moriron

586 ㈱ウィル 製造業 岡山県 岡山市東区楢原760-2 http://www.will-ok.com/

587 ゼノー・テック㈱ 製造業 岡山県 岡山市南区豊浜町12-8 http://www.zeno.co.jp/zenotech/

588 倉敷化工㈱ 製造業 岡山県 倉敷市連島町矢柄四の町 http://www.kuraka.co.jp
589 カモ井加工紙㈱ 製造業 岡山県 倉敷市片島町236 http://www.kamoi-net.co.jp

590 ㈱北蝶化成 製造業 岡山県 総社市新本8878
591 ㈲まるみ麴本店 製造業 岡山県 総社市美袋1825-3 http://www.marumikouji.jp

592 ㈱ニッコーテック 製造業 岡山県 倉敷市安江461-8
593 ㈱紀文食品　岡山総社工場 製造業 岡山県 総社市井尻野700

594 ㈲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

595 ペガサスキャンドル㈱ 製造業 岡山県 倉敷市西阿知町１３２０－５ http://www.pegasuscandle.com

596 ㈲Ｃ・Ｐプロウセス 製造業 岡山県 倉敷市真備町辻田９６３
597 中田テント㈱ 製造業 岡山県 倉敷市北畝５丁目２３－６０
598 ササベ印刷㈱ 製造業 岡山県 倉敷市西阿知町西原１３２７ http://www.sasabe.co.jp/

599 コアテック㈱ 製造業 岡山県 総社市赤浜５００ http://www.coretec.co.jp/

600 福栄産業㈱ 製造業 岡山県 倉敷市南畝６丁目８－４１
601 ドレイシー㈱ 製造業 岡山県 浅口市鴨方町六条院西２３２
602 倉敷製帽㈱ 製造業 岡山県 倉敷市羽島６５－７ http://www.kurabou.co.jp

603 ㈱共和工業所 製造業 岡山県 倉敷市松江４丁目２－３ http://www.kyowa-gr.co.jp

604 ㈱さえら 製造業 岡山県 岡山市南区西市531-1 http://www.caetla.co.jp/

605 ㈱トンボ 製造業 岡山県 岡山市北区厚生町2-2-9 http://www.tombow.gr.jp/

606 ㈱大手饅頭伊部屋 製造業 岡山県 岡山市北区京橋町8-2 http://www.ohtemanjyu.co.jp/

607 内山工業㈱ 製造業 岡山県 岡山市中区小橋町2-1-10 http://www.umc-net.co.jp/

608 三星金属㈱ 情報通信業 岡山県 総社市井尻野４０７－１１
609 ㈱倉敷ケーブルテレビ 情報通信業 岡山県 倉敷市中島2661-1 http://www.kct.co.jp
610 ㈱でんでん 情報通信業 岡山県 倉敷市老松町4丁目6-11
611 ㈲トラスト 情報通信業 岡山県 倉敷市連島町鶴新田2652-1 http://www.jptrust.co.jp/

612
㈱両備システムイノベーショ
ンズ

情報通信業 岡山県 岡山市北区磨屋町10-12 http://www.ryobi-si.jp/

613 (株)津山朝日新聞社 情報通信業 岡山県 津山市田町13

614
㈱両備システムイノベーショ
ンズ

情報通信業 岡山県 岡山市北区磨屋町10-12 http://www.ryobi-si.jp/

615 ㈲トラスト 情報通信業 岡山県 倉敷市連島町鶴新田2652-1 http://www.jptrust.co.jp/

616 ㈲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
617 ㈱でんでん 情報通信業 岡山県 倉敷市老松町4丁目6-11
618 ㈱倉敷ケーブルテレビ 情報通信業 岡山県 倉敷市中島2661-1 http://www.kct.co.jp
619 三星金属㈱ 情報通信業 岡山県 総社市井尻野４０７－１１

620
㈱ビジネスプロセスアウト
ソーシング

情報通信業 岡山県
岡山市北区駅前町1-8-1岡
山新光ビル7階

621 ㈱M.N.O 情報通信業 岡山県 倉敷市水島海岸通2-1-10
622 ㈱BtoBホールディングス 情報通信業 岡山県 岡山市北区駅前町1-8-1 http://www.btob-holdings.co.jp/

623 栄光テクノ㈱ 建設業 岡山県 岡山市南区新福2-7-20 http://www.eiko-techno.co.jp/

624 (株)岡田工務店 建設業 岡山県 津山市志戸部98-12
625 (株)近藤組 建設業 岡山県 津山市高野山西2225-2
626 (株)フィット 建設業 岡山県 津山市上紺屋町48
627 河井林産(株) 建設業 岡山県 津山市川崎112-1 http://www/kawaihouse.net

628 山陽電設㈱ 建設業 岡山県 総社市秦３７２７－２
629 総社妹尾電気工事㈲ 建設業 岡山県 岡山県総社市三輪1070-3
630 東亜興産㈱ 建設業 岡山県 岡山市北区白石200-2
631 トヨタホーム岡山㈱ 建設業 岡山県 岡山市北区三和1000-45 http://toyotahome-oka.com/

632 吉井金物(株) 建設業 岡山県 津山市小原111-3
633 ㈱中央設備 建設業 岡山県 岡山市北区野殿西町448-4 http://www.chuosetubi.co.jp/pc

634 ㈱中山桂翠園 建設業 岡山県 岡山市東区南古都123
635 ㈱ナルミ 建設業 岡山県 総社市上林１７５３－４



636 ㈲神田電機商会 建設業 岡山県 備前市伊部1834-1 http://www.saraeko.co.jp/

637 ㈲窪田通信工業 建設業 岡山県 総社市黒尾３１８
638 ㈲ヤマトギ 建設業 岡山県 倉敷市生坂１２７１－３
639 岡山県電気工事工業組合 建設業 岡山県 岡山市南区豊成1-9-9-3 http://www1.megaegg.ne.jp/~okayamadenkoso/

640 ㈱岡本工業所 建設業 岡山県 総社市総社1288
641 (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.jo

642 田中商事(株) 建設業 岡山県 津山市一宮1300-1 http://www.tnk-shouji.jp

643 三恭電設㈱ 建設業 岡山県 倉敷市東富井901-1 http://www.sankyodensetu.co.jp/

644 ㈱ショウエイ 建設業 岡山県 倉敷市玉島乙島8256-27 http://www.s-shoei.co.jp/

645 三恭電設㈱ 建設業 岡山県 倉敷市東富井901-1 http://www.sankyodensetu.co.jp/

646 ㈱ショウエイ 建設業 岡山県 倉敷市玉島乙島8256-27 http://www.s-shoei.co.jp/

647 岡山県電気工事工業組合 建設業 岡山県 岡山市南区豊成1-9-9-3 http://www1.megaegg.ne.jp/~okayamadenkoso/

648 総社妹尾電気工事㈲ 建設業 岡山県 岡山県総社市三輪1070-3
649 トヨタホーム岡山㈱ 建設業 岡山県 岡山市北区三和1000-45 http://toyotahome-oka.com/

650 ㈱中山桂翠園 建設業 岡山県 岡山市東区南古都123
651 ㈱中央設備 建設業 岡山県 岡山市北区野殿西町448-4 http://www.chuosetubi.co.jp/pc

652 東亜興産㈱ 建設業 岡山県 岡山市北区白石200-2
653 ㈲神田電機商会 建設業 岡山県 備前市伊部1834-1 http://www.saraeko.co.jp/

654 栄光テクノ㈱ 建設業 岡山県 岡山市南区新福2-7-20 http://www.eiko-techno.co.jp/

655 ㈱カザケン 建設業 岡山県 倉敷市真備町箭田862-12 http://www.kazaken.co.jp

656 ㈲脇本電気工事 建設業 岡山県 倉敷市連島町連島1944-1 http://www.wakiden-kurashiki.com/

657 二葉園 建設業 岡山県 倉敷市平田675-1
658 ㈱岡本工業所 建設業 岡山県 総社市総社1288
659 ㈲ヤマトギ 建設業 岡山県 倉敷市生坂１２７１－３
660 ㈱ナルミ 建設業 岡山県 総社市上林１７５３－４
661 ㈲窪田通信工業 建設業 岡山県 総社市黒尾３１８
662 山陽電設㈱ 建設業 岡山県 総社市秦３７２７－２
663 ㈱岡北建設 建設業 岡山県 津山市高野本郷2095
664 ㈱戸川電工 建設業 岡山県 倉敷市帯高633-3
665 備前電業㈱ 建設業 岡山県 岡山市北区奥田2-8-12
666 平和電気㈱ 建設業 岡山県 岡山市南区西市601-2
667 旭電業㈱ 建設業 岡山県 岡山市南区西市433-4 http://www.asahi-dengyo.co.jp/

668 ㈱光畑設計 建設業 岡山県 総社市長良837

669
㈲シー・ワイ・ディーサービ
スセンター

金融・保険業 岡山県 倉敷市西阿知町新田７－６

670 (株)アポロ 金融・保険業 岡山県 津山市田町14
671 ㈲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

672
㈲シー・ワイ・ディーサービ
スセンター

金融・保険業 岡山県 倉敷市西阿知町新田７－６

673 ㈱NICE ONE 金融・保険業 岡山県 津山市北町43-1
674 信用組合岡山商銀 金融・保険業 岡山県 岡山市北区野田2-7-9 http://www.okayamashogin.shinkumi.jp/

675
学校法人岡山瀬戸内学園
（倉敷高等学校）

教育、学習支援業 岡山県 倉敷市鳥羽２８３ http://www.kurashiki.ac.jp

676
（学）武田学園専門学校
ビーマックス

教育、学習支援業 岡山県 岡山市北区島田本町1-6-12 http://www.be-max.ac.jp/

677 ㈲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

678
（学）武田学園専門学校
ビーマックス

教育、学習支援業 岡山県 岡山市北区島田本町1-6-12 http://www.be-max.ac.jp/

679 ㈱エースビジネス 教育、学習支援業 岡山県 倉敷市吉岡174-4 http://www.ace-com.co.jp/

680 ㈲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

681
学校法人岡山瀬戸内学園
（倉敷高等学校）

教育、学習支援業 岡山県 倉敷市鳥羽２８３ http://www.kurashiki.ac.jp

682 (株)鈴鹿屋 卸売・小売業 岡山県 津山市沼77-12 http://cms.suzukaya.com/admin/

683 (株)竹本商店 卸売・小売業 岡山県 津山市高野山西1906-17
684 (株)土居建材店 卸売・小売業 岡山県 津山市戸島634-14
685 (株)誠商社 卸売・小売業 岡山県 津山市戸島634-19 http://www.makotoco.com

686 クラカコーポレーション㈱ 卸売・小売業 岡山県 倉敷市西中新田525-21 http://kuraka-g.com
687 クラカフルーツ㈱ 卸売・小売業 岡山県 倉敷市西中新田525 http://kuraka-g.com
688 クラカフレッシュ㈱ 卸売・小売業 岡山県 倉敷市西中新田525 http://kuraka-g.com
689 クラブン㈱ 卸売・小売業 岡山県 倉敷市笹沖410-5 http://www.kurabun.co.jp

690 十合物産㈱ 卸売・小売業 岡山県 倉敷市笹沖１３６５ http://www.sogo-bussan.jp/

691 富士ゼロックス岡山㈱ 卸売・小売業 岡山県 岡山市北区今4-14-26 http://www.fujixerox.co.jp/

692 藤徳物産㈱ 卸売・小売業 岡山県 倉敷市西中新田525-6 http://www.fuzitoku.com

693 (有)アリムネ 卸売・小売業 岡山県 津山市上河原527-1



694 吉田化成㈱ 卸売・小売業 岡山県 倉敷市昭和１－３－２８
695 吉田米穀㈱ 卸売・小売業 岡山県 倉敷市水島西寿町２－２２
696 ㈱あいたいよう 卸売・小売業 岡山県 岡山県備前市西片上1825-1 http://www.i-taiyou.com/

697 ㈱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
698 ㈱イマイ 卸売・小売業 岡山県 岡山県高梁市中原町1542-1 http://imai-web.com/
699 ㈱エイコー堂 卸売・小売業 岡山県 倉敷市児島駅前２－３０
700 ㈱江口電機 卸売・小売業 岡山県 倉敷市中島1361-1 http://www.eguchi-denki.co.jp

701 ㈱クラテックス 卸売・小売業 岡山県 倉敷市西岡1160-8
702 ㈱バイストン 卸売・小売業 岡山県 岡山県倉敷市曽原414-2 http://www.baistone.net

703 ㈱藤原車輌 卸売・小売業 岡山県 倉敷市加須山886-2
704 ㈱フレシャン 卸売・小売業 岡山県 岡山市北区問屋町22-102
705 ㈱鵬林 卸売・小売業 岡山県 倉敷市笹沖490 http://www.hourin-inc.com

706 ㈱誠屋 卸売・小売業 岡山県 岡山市北区大内田717-3 http://www.makotoya.co.jp

707 ㈲田辺ドラッグストア 卸売・小売業 岡山県 岡山市北区東島田町2-7-18 http://tanabe-drug.com

708 ㈲漂流岡山 卸売・小売業 岡山県
岡山市北区錦町1-8岡山県
木材会館ビル2階A号

http://www.hyouryuu.co.jp/

709 大印㈱倉敷大果 卸売・小売業 岡山県 倉敷市西中新田525-2
710 (有)アンジェ 卸売・小売業 岡山県 津山市山北400-4 http://www.anje-cake.com

711 (有)キドスポーツショップ 卸売・小売業 岡山県 津山市山北535-6
712 (株)メガネルック 卸売・小売業 岡山県 津山市田町17-6
713 (有)武岡商店 卸売・小売業 岡山県 津山市押入1197
714 ㈲白神材木店 卸売・小売業 岡山県 倉敷市沖36-1
715 ㈱天満屋 卸売・小売業 岡山県 岡山市北区表町2-1-1 http://www.tenmaya.co.jp

716 ㈱トミヤコーポーレーション 卸売・小売業 岡山県 岡山市北区表町2-2-83 http://www.tomiya.co.jp/

717 ㈱角藤田 卸売・小売業 岡山県 総社市中央2丁目5-1
718 ㈱トミヤコーポーレーション 卸売・小売業 岡山県 岡山市北区表町2-2-83 http://www.tomiya.co.jp/

719 ㈱天満屋 卸売・小売業 岡山県 岡山市北区表町2-1-1 http://www.tenmaya.co.jp

720 ㈱あいたいよう 卸売・小売業 岡山県 岡山県備前市西片上1825-1 http://www.i-taiyou.com/

721 富士ゼロックス岡山㈱ 卸売・小売業 岡山県 岡山市北区今4-14-26 http://www.fujixerox.co.jp/

722 ㈱イマイ 卸売・小売業 岡山県 岡山県高梁市中原町1542-1 http://imai-web.com/
723 ㈲田辺ドラッグストア 卸売・小売業 岡山県 岡山市北区東島田町2-7-18 http://tanabe-drug.com
724 ㈱バイストン 卸売・小売業 岡山県 岡山県倉敷市曾原414-2 http://www.baistone.net

725 ㈱フレシャン 卸売・小売業 岡山県 岡山市北区問屋町22-102
726 ㈱誠屋 卸売・小売業 岡山県 岡山市北区大内田717-3 http://www.makotoya.co.jp

727 クラブン㈱ 卸売・小売業 岡山県 倉敷市笹沖410-5 http://www.kurabun.co.jp

728 ㈱江口電機 卸売・小売業 岡山県 倉敷市中島1361-1 http://www.eguchi-denki.co.jp

729 ㈲漂流岡山 卸売・小売業 岡山県
岡山市北区錦町1-8岡山県
木材会館ビル2階A号

http://www.hyouryuu.co.jp/

730 ㈲前田潔商店 卸売・小売業 岡山県 総社市長良452-5
731 ㈱角藤田 卸売・小売業 岡山県 総社市中央2丁目5-1
732 ㈲白神材木店 卸売・小売業 岡山県 倉敷市沖36-1
733 大印㈱倉敷大果 卸売・小売業 岡山県 倉敷市西中新田525-2
734 藤徳物産㈱ 卸売・小売業 岡山県 倉敷市西中新田525-6 http://www.fuzitoku.com

735 ㈱鵬林 卸売・小売業 岡山県 倉敷市笹沖490 http://www.hourin-inc.com

736 クラカフルーツ㈱ 卸売・小売業 岡山県 倉敷市西中新田525 http://kuraka-g.com
737 クラカフレッシュ㈱ 卸売・小売業 岡山県 倉敷市西中新田525 http://kuraka-g.com
738 クラカコーポレーション㈱ 卸売・小売業 岡山県 倉敷市西中新田525-21 http://kuraka-g.com
739 ㈱藤原車輌 卸売・小売業 岡山県 倉敷市加須山886-2
740 ㈱クラテックス 卸売・小売業 岡山県 倉敷市西岡1160-8
741 ㈱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
742 吉田化成㈱ 卸売・小売業 岡山県 倉敷市昭和１－３－２８
743 ㈱エイコー堂 卸売・小売業 岡山県 倉敷市児島駅前２－３０
744 吉田米穀㈱ 卸売・小売業 岡山県 倉敷市水島西寿町２－２２
745 十合物産㈱ 卸売・小売業 岡山県 倉敷市笹沖１３６５ http://www.sogo-bussan.jp/

746 ㈱入木石油店 卸売・小売業 岡山県 苫田郡鏡野町小座937
747 中国布帛㈱ 卸売・小売業 岡山県 岡山市北区問屋町9-101
748 ㈱アイスライン 卸売・小売業 岡山県 岡山市北区青江2-4-6 http://www.iceline.co.jp/

749 服部興業㈱ 卸売・小売業 岡山県 岡山市北区平野620 http://www.hattori-k.co.jp/

750 喜多商事㈱ 運輸業 岡山県 岡山市南区西市117-4 http://www.cco.ne.jp/piano-k/

751 西大寺タクシー㈲ 運輸業 岡山県 岡山市東区西大寺中1-4-13
752 水島タクシー㈱ 運輸業 岡山県 倉敷市中畝３－５－１８
753 喜多商事㈱ 運輸業 岡山県 岡山市南区西市117-4 http://www.cco.ne.jp/piano-k/

754 西大寺タクシー㈲ 運輸業 岡山県 岡山市東区西大寺中1-4-13
755 ㈱丸文 運輸業 岡山県 倉敷市連島町連島133-1 http://www.marubun-car.jp



756 水島タクシー㈱ 運輸業 岡山県 倉敷市中畝３－５－１８
757 倉敷ステーションホテル㈱ 飲食店、宿泊業 岡山県 倉敷市阿知２丁目８－１ http://www.kurashiki-sh.co.jp/

758 焼酎道楽金星 飲食店、宿泊業 岡山県 岡山市北区表町2-5-12 http://kinboshi.exblog.jp/

759 我心 飲食店、宿泊業 岡山県
岡山市北区幸町9-20SAWAI
ビルF1

760 ㈱倉敷国際ホテル 飲食店、宿泊業 岡山県 倉敷市中央1-1-44 http://www.kurashiki-kokusai-hotel.co.jp

761 ㈱マルキューフーズ 飲食店、宿泊業 岡山県 総社市門田３９
762 ㈲ホテルエクセル岡山 飲食店、宿泊業 岡山県 岡山市北区石関町5-1 http://www.excel-okayama.com/

763 大惣㈱ 飲食店、宿泊業 岡山県 総社市真壁181-1 http://www.daisou-jp.com/

764 大惣㈱ 飲食店、宿泊業 岡山県 総社市真壁181-1 http://www.daisou-jp.com/

765 我心 飲食店、宿泊業 岡山県
岡山市北区幸町9-20SAWAI
ビルF1

766 ㈲ホテルエクセル岡山 飲食店、宿泊業 岡山県 岡山市北区石関町5-1 http://www.excel-okayama.com/

767 焼酎道楽金星 飲食店、宿泊業 岡山県 岡山市北区表町2-5-12 http://kinboshi.exblog.jp/

768 ㈱倉敷国際ホテル 飲食店、宿泊業 岡山県 倉敷市中央1-1-44 http://www.kurashiki-kokusai-hotel.co.jp

769 倉敷ステーションホテル㈱ 飲食店、宿泊業 岡山県 倉敷市阿知２丁目８－１ http://www.kurashiki-sh.co.jp/

770 ㈱マルキューフーズ 飲食店、宿泊業 岡山県 総社市門田３９
771 （医）えんさこ医院 医療、福祉 岡山県 倉敷市下庄458-1 http://www.ensako.or.jp
772 （医）武内歯科医院 医療、福祉 岡山県 和気郡和気町福富616-1
773 （社会福祉法人）四ツ葉会 医療、福祉 岡山県 倉敷市徳吉504 http://www.yotsubakai.or.jp

774
ＮＰＯ法人ウェル福祉学習
センター

医療、福祉 岡山県
倉敷市稲荷町５－３８倉敷労
働会館内

http://www.well-fukushi.jp

775
ＮＰＯ法人ウェル福祉学習
センター

医療、福祉 岡山県
倉敷市稲荷町５－３８倉敷労
働会館内

http://www.well-fukushi.jp

776
医療法人行堂会　介護老人
保健施設　ナーシングホー
ム大樹

医療、福祉 岡山県 総社市黒尾232

777
グループホーム　あなたの
ふるさと萌（㈱浅野工務店）

医療、福祉 岡山県 倉敷市黒石377-1

778
社会福祉法人　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.keizankai.or.jp

779
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

780 社会福祉法人　ひまわりの 医療、福祉 岡山県 倉敷市福田町福田２１２２－１ http://www.3flower.jp/

781
社会福祉法人藍山会　特別
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３３９０ http://www.ranzankai.com

782 社会福祉法人恵風会 医療、福祉 岡山県 岡山市中区今谷770-1 http://www.keifuukai.or.jp

783
社会福祉法人芳仙会　特別
養護老人ホーム　小田川荘

医療、福祉 岡山県 井原市芳井町川相３５１ http://odagawasou.or.jp

784
スマイルウェルフェア総合
福祉事務所

医療、福祉 岡山県
岡山市北区辛川市場306-1メ
ゾンひろD-201

785 松園福祉会　あすなろ園 医療、福祉 岡山県 倉敷市玉島勇崎１０４４
786 ㈱えくぼ 医療、福祉 岡山県 岡山市北岡町14-9-202

787
㈲プラス・サム　シーサイド
リビング沙美

医療、福祉 岡山県 倉敷市玉島黒崎５５７７ http://care-net.biz/33/seeside-sami/

788 ㈲ライフクリエイト 医療、福祉 岡山県 岡山市北区野田3-1-1 http://www.life-create.org

789
（福）正和会特別養護老人
ホームけしごの里

医療、福祉 岡山県 岡山市東区中川町211-3 http://keshigonosato.jp/

790
（医）明生会歯科木庭歯科
医院

医療、福祉 岡山県 岡山市北区伊福町1-10-14 http://www.meiseikai.com/

791
（医）明生会歯科椿歯科クリ
ニック

医療、福祉 岡山県
岡山市北区錦町6-17アウル
スタイル錦町2-4F

http://www.meiseikai.com/

792
（医）明生会歯科木庭平島
歯科診療所

医療、福祉 岡山県 岡山市東区東平島1217-4 http://www.meiseikai.com/

793 （医）雄栄会角田医院 医療、福祉 岡山県 総社市中央3-3-113 http://sumida-clinic.jp/

794
ラブネットサービス㈱グルー
プホームとんがりどうし

医療、福祉 岡山県 倉敷市玉島柏島688-1

795 (株)津山医研 医療、福祉 岡山県 津山市山北636-2

796
（医）明生会歯科木庭歯科
医院

医療、福祉 岡山県 岡山市北区伊福町1-10-14 http://www.meiseikai.com/

797
（医）明生会歯科椿歯科クリ
ニック

医療、福祉 岡山県
岡山市北区錦町6-17アウル
スタイル錦町2-4F

http://www.meiseikai.com/

798
（医）明生会歯科木庭平島
歯科診療所

医療、福祉 岡山県 岡山市東区東平島1217-4 http://www.meiseikai.com/



799 （医）雄栄会角田医院 医療、福祉 岡山県 総社市中央3-3-113 http://sumida-clinic.jp/

800
（福）正和会特別養護老人
ホームけしごの里

医療、福祉 岡山県 岡山市東区中川町211-3 http://keshigonosato.jp/

801
スマイルウェルフェア総合
福祉事務所

医療、福祉 岡山県
岡山市北区辛川市場306-1メ
ゾンひろD-201

802 ㈱えくぼ 医療、福祉 岡山県 岡山市北岡町14-9-202
803 社会福祉法人恵風会 医療、福祉 岡山県 岡山市中区今谷770-1 http://www.keifuukai.or.jp

804 （医）えんさこ医院 医療、福祉 岡山県 倉敷市下庄458-1 http://www.ensako.or.jp
805 ㈲ライフクリエイト 医療、福祉 岡山県 岡山市北区野田3-1-1 http://www.life-create.org

806 （社会福祉法人）四ツ葉会 医療、福祉 岡山県 倉敷市徳吉504 http://www.yotsubakai.or.jp

807 （医）武内歯科医院 医療、福祉 岡山県 和気郡和気町福富616-1
808 ㈲スマイルハンズ 医療、福祉 岡山県 岡山市北区加茂476-1 http://www.smilehands.net

809
ラブネットサービス㈱グルー
プホームとんがりどうし

医療、福祉 岡山県 倉敷市玉島柏島688-1

810
医療法人行堂会　介護老人
保健施設　ナーシングホー
ム大樹

医療、福祉 岡山県 総社市黒尾232

811
グループホーム　あなたの
ふるさと萌（㈱浅野工務店）

医療、福祉 岡山県 倉敷市黒石377-1

812
ＮＰＯ法人ウェル福祉学習
センター

医療、福祉 岡山県
倉敷市稲荷町５－３８倉敷労
働会館内

http://www.well-fukushi.jp

813
社会福祉法人　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.keizankai.or.jp

814
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

815 松園福祉会　あすなろ園 医療、福祉 岡山県 倉敷市玉島勇崎１０４４

816
社会福祉法人藍山会　特別
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３３９０ http://www.ranzankai.com

817
㈲プラス・サム　シーサイド
リビング沙美

医療、福祉 岡山県 倉敷市玉島黒崎５５７７ http://care-net.biz/33/seeside-sami/

818
社会福祉法人芳仙会　特別
養護老人ホーム　小田川荘

医療、福祉 岡山県 井原市芳井町川相３５１ http://odagawasou.or.jp

819 社会福祉法人　ひまわりの 医療、福祉 岡山県 倉敷市福田町福田２１２２－１ http://www.3flower.jp/
820 グループホーム・リバーサイ 医療、福祉 岡山県 総社市美袋６１９

821 藤井歯科診療所 医療、福祉 岡山県
岡山市北区厚生町3-1-15岡
山商工会議所ビル5階

822 ㈱ＡＩコーポレーション 医療、福祉 岡山県 倉敷市児島下の町7丁目1-

823
アールビーシコンサルタント
(株)

専門・技術サービ
ス業

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

824 アッシモフォトオフィス
専門・技術サービ
ス業

岡山県 岡山市北区田中184-108 http://assimo.jp/

825
エルバ社会保険労務士・行
政書士等事務所

専門・技術サービ
ス業

岡山県
倉敷市昭和２丁目１－５７ナ
イス・マーケット２Ｆ

826 (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 www.arkcon.net

827 新日本技研㈱
専門・技術サービ
ス業

岡山県 岡山市北区東古松5-11-15 http://plus.harenet.ne.jp/~sinihongiken

828 那須自動車㈱
専門・技術サービ
ス業

岡山県 岡山市南区松浜町12-23 http://www4.ocn.ne.jp/~nasu.car/

829 早川板金
専門・技術サービ
ス業

岡山県 岡山市南区浜野4-17-108

830 マスカット不動産鑑定
専門・技術サービ
ス業

岡山県
倉敷市松島１０６８－４　エル
ム２０　２０６号室

831 (有)ＳＡＴＥＲＡ
専門・技術サービ
ス業

岡山県 津山市北園町42-13 http://satera.co.jp/

832 (有)芦田設計
専門・技術サービ
ス業

岡山県 津山市津山口204-1

833 (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

834 (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

835 義若智康事務所
専門・技術サービ
ス業

岡山県 玉野市日比2-1-1 http://yoshiwaka-office.com/



836 ㈱GLOCAL
専門・技術サービ
ス業

岡山県 岡山市北区丸の内1-4-11 http://www.glocal-consulting.co.jp

837 ㈱M'S会計事務所
専門・技術サービ
ス業

岡山県 岡山市北区柳町2-11-20 http://www.m-s-kaikei.co.jp

838 ㈱アリオンシステム
専門・技術サービ
ス業

岡山県
岡山市北区柳町2-4-23プレ
ジデント山忠ビル9F

http://www.alion88.com

839 ㈱イデアス
専門・技術サービ
ス業

岡山県 岡山県玉野市玉6-7-14 http://www.ideass.co.jp

840 ㈱エフエウーブ
専門・技術サービ
ス業

岡山県 岡山市南区松浜町9-17

841 ㈱定光鈑金
専門・技術サービ
ス業

岡山県 岡山市南区古新田1056 http://sadamitsu.co.jp

842 ㈱シェアードバリュー
専門・技術サービ
ス業

岡山県 岡山市北区西崎2-11-27

843 ㈱新井上工業
専門・技術サービ
ス業

岡山県 岡山市中区江波313-54

844 ㈲ウィズ・ユー
専門・技術サービ
ス業

岡山県 岡山市北区野田3-2-2 http://www.withyouclub.co.jp/

845 ㈲エムティティ
専門・技術サービ
ス業

岡山県 岡山市北区白石559-1

846 ㈱ＴＯＴＡＬ　ＢＯＤＹ
専門・技術サービ
ス業

岡山県
倉敷市笹沖405-6　トータル
ボディⅠビル１Ｆ

http://totalbody.jp

847 ㈱WELL STEP
専門・技術サービ
ス業

岡山県
倉敷市老松町9-10　ジュネス
老松206

848 アセス(株)
専門・技術サービ
ス業

岡山県 津山市中北上1731-2

849 (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

850 ㈱エフエウーブ
専門・技術サービ
ス業

岡山県 岡山市南区松浜町9-17

851 ㈲ウィズ・ユー
専門・技術サービ
ス業

岡山県 岡山市北区野田3-2-2 http://www.withyouclub.co.jp/

852 ㈱シェアードバリュー
専門・技術サービ
ス業

岡山県 岡山市北区西崎2-11-27

853 ㈱M'S会計事務所
専門・技術サービ
ス業

岡山県 岡山市北区柳町2-11-20 http://www.m-s-kaikei.co.jp

854 ㈱イデアス
専門・技術サービ
ス業

岡山県 岡山県玉野市玉6-7-14 http://www.ideass.co.jp

855 ㈲エムティティ
専門・技術サービ
ス業

岡山県 岡山市北区白石559-1

856 義若智康事務所
専門・技術サービ
ス業

岡山県 玉野市日比2-1-1 http://yoshiwaka-office.com/

857 新日本技研㈱
専門・技術サービ
ス業

岡山県 岡山市北区東古松5-11-15 http://plus.harenet.ne.jp/~sinihongiken

858 ㈱定光鈑金
専門・技術サービ
ス業

岡山県 岡山市南区古新田1056 http://sadamitsu.co.jp

859 ㈱GLOCAL
専門・技術サービ
ス業

岡山県 岡山市北区丸の内1-4-11 http://www.glocal-consulting.co.jp

860 アッシモフォトオフィス
専門・技術サービ
ス業

岡山県 岡山市北区田中184-108 http://assimo.jp/

861 那須自動車㈱
専門・技術サービ
ス業

岡山県 岡山市南区松浜町12-23 http://www4.ocn.ne.jp/~nasu.car/

862 ㈱新井上工業
専門・技術サービ
ス業

岡山県 岡山市中区江波313-54

863 早川板金
専門・技術サービ
ス業

岡山県 岡山市南区浜野4-17-108

864 ㈱アリオンシステム
専門・技術サービ
ス業

岡山県
岡山市北区柳町2-4-23プレ
ジデント山忠ビル9F

http://www.alion88.com

865 ㈲マツオモータース
専門・技術サービ
ス業

岡山県 倉敷市新田3013-1 http://www.matsuo-motors.co.jp

866 ㈱WELL STEP
専門・技術サービ
ス業

岡山県
倉敷市老松町9-10　ジュネス
老松206

867 ㈱ＴＯＴＡＬ　ＢＯＤＹ
専門・技術サービ
ス業

岡山県
倉敷市笹沖405-6　トータル
ボディⅠビル１Ｆ

http://totalbody.jp



868 マスカット不動産鑑定
専門・技術サービ
ス業

岡山県
倉敷市松島１０６８－４　エル
ム２０　２０６号室

869
エルバ社会保険労務士・行
政書士等事務所

専門・技術サービ
ス業

岡山県
倉敷市昭和２丁目１－５７ナ
イス・マーケット２Ｆ

870
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

871 ㈲上森鈑金
専門・技術サービ
ス業

岡山県 津山市西寺町78

872
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/

873 波戸公認会計士事務所
専門・技術サービ
ス業

岡山県
岡山市北区西古松1-27-25
ハリハックビル2階

874 (株)すえ木工 製造業 岡山県 津山市八出244-1 suemokko@suemokko.co.jp

875 ㈱明日絵
生活関連サービ
ス・娯楽業

岡山県 倉敷市本町9-30 http://eee.aska-planning-design.co.jp

876 ㈱成通・ソフトシステムズ
生活関連サービ
ス・娯楽業

岡山県 岡山市北区駅前町1-1-1 http://www.hollywood-saiyo.com/

877 ㈱成通・ソフトシステムズ
生活関連サービ
ス・娯楽業

岡山県 岡山市北区駅前町1-1-1 http://www.hollywood-saiyo.com/

878 ㈱明日絵
生活関連サービ
ス・娯楽業

岡山県 倉敷市本町9-30 http://eee.aska-planning-design.co.jp

879 享栄シーイー㈱
サービス業（他に
分類されないも

岡山県 総社市久代1785-2

880 総社花萬㈱
サービス業（他に
分類されないも

岡山県 総社市中央２－１１－２８

881 丸口重機工業㈱
サービス業（他に
分類されないも

岡山県 倉敷市中畝１丁目５－３８

882
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

岡山県 総社市新本２８００－１

883 みのる産業㈱
サービス業（他に
分類されないも

岡山県 岡山市北区真星2610 http://www.kooraku.co.jp/

884 ㈱NCPサプライ
サービス業（他に
分類されないも

岡山県 岡山市北区島田本町2-5-35 http://ncp-supply.co.jp/

885 ㈱倉敷ビジネスセンター
サービス業（他に
分類されないも

岡山県 倉敷市羽島１７５ http://www.2do3.co.jp

886 ㈱三楽
サービス業（他に
分類されないも

岡山県 倉敷市阿知２丁目２５－３３

887 ㈱はぁもにぃ倉敷
サービス業（他に
分類されないも

岡山県 倉敷市羽島６６６－１ http://www.harmony-k.jp

888 ㈱明星
サービス業（他に
分類されないも

岡山県 倉敷市東富井１０２５－１ http://www.just.st/index.pxp?in=306389&pan=top8sk=

889
㈲鍵の１１０番　ロックセン
ター岡山

サービス業（他に
分類されないも

岡山県 倉敷市東富井７２３－１

890 ㈲サロン・ド・マミ
サービス業（他に
分類されないも

岡山県 倉敷市水江１４２０－７ http://www.growth-mami.com

891 ㈲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

岡山県 倉敷市船穂町船穂１０７４－１

892 ㈲中央クリーン
サービス業（他に
分類されないも

岡山県 倉敷市真備町辻田149-5

893 ㈲土の子
サービス業（他に
分類されないも

岡山県 岡山市南区福富西1-18-33 http://tsuchinoko-net.com

894 西尾総合印刷㈱
サービス業（他に
分類されないも

岡山県 岡山市北区津高651 http://www.nishio.co.jp

895 ㈲グランディーオート
サービス業（他に
分類されないも

岡山県 総社市井手209-1 http://www.grandy-auto.com/

896 パインツリーゴルフクラブ
サービス業（他に
分類されないも

岡山県 高梁市松原町神原2246 http://www.cherry-group.jp/

897 (株)鶴山観光ツーリスト
サービス業（他に
分類されないも

岡山県 津山市田町14

898 岡山商工会議所
サービス業（他に
分類されないも

岡山県 岡山市北区厚生町3-1-15 http://www.okayama-cci.or.jp

899
桃の郷観光開発㈱岡山カ
ントリークラブ

サービス業（他に
分類されないも

岡山県 岡山市北区田益483-1 http://www.occ-momonosato.com



900
岡山県観光企業㈱岡山ゴ
ルフ倶楽部

サービス業（他に
分類されないも

岡山県 倉敷市中庄2769-2 http://www11.ocn.ne.jp/~obie

901 全泰通商㈱
サービス業（他に
分類されないも

岡山県 津山市鍛冶町37

902 山陽ゴルフ倶楽部
サービス業（他に
分類されないも

岡山県 赤磐市平山428 http://www.sanyogolf.jp

903 総社商工会議所
サービス業（他に
分類されないも

岡山県 総社市中央6-9-108 http://www.kibiji.ne.jp/scci/

904
㈲ランドマーク・ランドマーク
ゴルフ倶楽部

サービス業（他に
分類されないも

岡山県 真庭市上山711

905
玉野レクリエーション総合開
発㈱瀬戸大橋カントリークラ

サービス業（他に
分類されないも

岡山県 玉野市滝1640-1 http://setokan.com/

906 ステラ㈱
サービス業（他に
分類されないも

岡山県 岡山市北区田中185-103

907
ハリマ化成商事㈱作州武蔵
カントリー倶楽部

サービス業（他に
分類されないも

岡山県 美作市大町878 http://www.sakushu-musashi.co.jp/

908
㈱ペニンシュラペニンシュラ
ゴルフクラブ湯郷コース

サービス業（他に
分類されないも

岡山県 美作市田淵1234 http://www.peninsulagolf.jp/

909
東中国開発㈱日本原カンツ
リー倶楽部

サービス業（他に
分類されないも

岡山県 美作市瀬戸276-3 http://www.nihonbaracc.jp/

910
㈲アップフィールズ新岡山
36カントリー倶楽部

サービス業（他に
分類されないも

岡山県 岡山市北区長野622-78 http://shinoka36cc.jp/

911
岡山県ゴルフクラブ連盟・
協会

サービス業（他に
分類されないも

岡山県
岡山市北区出石町1-4-20メ
ゾン後楽園101

http://www.okayama-ga.jp/

912 ステラ㈱
サービス業（他に
分類されないも

岡山県 岡山市北区田中185-103

913
ハリマ化成商事㈱作州武蔵
カントリー倶楽部

サービス業（他に
分類されないも

岡山県 美作市大町878 http://www.sakushu-musashi.co.jp/

914
㈱ペニンシュラペニンシュラ
ゴルフクラブ湯郷コース

サービス業（他に
分類されないも

岡山県 美作市田淵1234 http://www.peninsulagolf.jp/

915
東中国開発㈱日本原カンツ
リー倶楽部

サービス業（他に
分類されないも

岡山県 美作市瀬戸276-3 http://www.nihonbaracc.jp/

916
㈲アップフィールズ新岡山
36カントリー倶楽部

サービス業（他に
分類されないも

岡山県 岡山市北区長野622-78 http://shinoka36cc.jp/

917 岡山商工会議所
サービス業（他に
分類されないも

岡山県 岡山市北区厚生町3-1-15 http://www.okayama-cci.or.jp

918
桃の郷観光開発㈱岡山カ
ントリークラブ

サービス業（他に
分類されないも

岡山県 岡山市北区田益483-1 http://www.occ-momonosato.com

919
岡山県観光企業㈱岡山ゴ
ルフ倶楽部

サービス業（他に
分類されないも

岡山県 倉敷市中庄2769-2 http://www11.ocn.ne.jp/~obie

920 全泰通商㈱
サービス業（他に
分類されないも

岡山県 津山市鍛冶町37

921 山陽ゴルフ倶楽部
サービス業（他に
分類されないも

岡山県 赤磐市平山428 http://www.sanyogolf.jp

922 総社商工会議所
サービス業（他に
分類されないも

岡山県 総社市中央6-9-108 http://www.kibiji.ne.jp/scci/

923
㈲ランドマーク・ランドマーク
ゴルフ倶楽部

サービス業（他に
分類されないも

岡山県 真庭市上山711

924
玉野レクリエーション総合開
発㈱瀬戸大橋カントリークラ

サービス業（他に
分類されないも

岡山県 玉野市滝1640-1 http://setokan.com/

925 パインツリーゴルフクラブ
サービス業（他に
分類されないも

岡山県 高梁市松原町神原2246 http://www.cherry-group.jp/

926 西尾総合印刷㈱
サービス業（他に
分類されないも

岡山県 岡山市北区津高651 http://www.nishio.co.jp

927 みのる産業㈱
サービス業（他に
分類されないも

岡山県 岡山市北区真星2610 http://www.kooraku.co.jp/

928 ㈱NCPサプライ
サービス業（他に
分類されないも

岡山県 岡山市北区島田本町2-5-35 http://ncp-supply.co.jp/

929 ㈲土の子
サービス業（他に
分類されないも

岡山県 岡山市南区福富西1-18-33 http://tsuchinoko-net.com

930 ㈲グランディーオート
サービス業（他に
分類されないも

岡山県 総社市井手209-1 http://www.grandy-auto.com/

931 ㈲中央クリーン
サービス業（他に
分類されないも

岡山県 倉敷市真備町辻田149-5



932 享栄シーイー㈱
サービス業（他に
分類されないも

岡山県 総社市久代1785-2

933
㈲鍵の１１０番　ロックセン
ター岡山

サービス業（他に
分類されないも

岡山県 倉敷市東富井７２３－１

934 ㈲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

岡山県 倉敷市船穂町船穂１０７４－１

935 ㈱はぁもにぃ倉敷
サービス業（他に
分類されないも

岡山県 倉敷市羽島６６６－１ http://www.harmony-k.jp

936 ㈱倉敷ビジネスセンター
サービス業（他に
分類されないも

岡山県 倉敷市羽島１７５ http://www.2do3.co.jp

937 ㈱明星
サービス業（他に
分類されないも

岡山県 倉敷市東富井１０２５－１ http://www.just.st/index.pxp?in=306389&pan=top8sk=

938 丸口重機工業㈱
サービス業（他に
分類されないも

岡山県 倉敷市中畝１丁目５－３８

939 総社花萬㈱
サービス業（他に
分類されないも

岡山県 総社市中央２－１１－２８

940
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

岡山県 総社市新本２８００－１

941 ㈲サロン・ド・マミ
サービス業（他に
分類されないも

岡山県 倉敷市水江１４２０－７ http://www.growth-mami.com

942 ㈱三楽
サービス業（他に
分類されないも

岡山県 倉敷市阿知２丁目２５－３３

943
特定非営利法人婚活サ
ポートアイリス

サービス業（他に
分類されないも

岡山県 岡山市中区湊880-204 http://www.support-iris.com/

944 ㈱ネット
サービス業（他に
分類されないも

岡山県 倉敷市吉岡３７８ http://www.netcorporation.jp

945 ㈲水島ランドリー
サービス業（他に
分類されないも

岡山県 倉敷市中畝８丁目２－５

946 ㈱井原エンタープライズ
サービス業（他に
分類されないも

岡山県 井原市野上町438-6 http://www.ibara-gc.com/

947 ㈱久米カントリークラブ
サービス業（他に
分類されないも

岡山県 津山市桑下1680 http://www.ibara-gc.com/

948 ㈱山陽折込広告センター
サービス業（他に
分類されないも

岡山県 岡山市北区新屋敷2-1-1 http://www.soac.co.jp/

949 高梁商工会議所
サービス業（他に
分類されないも

岡山県 高梁市南町16-2 http://www.takahashi-cci.or.jp/

950 ㈱いのうえ
サービス業（他に
分類されないも

岡山県 倉敷市二日市511-1

951 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

952 ㈳岡山東法人会
鉱業・採石業・砂
利採取業

岡山県 岡山市北区蕃山町9-19 http://okayamahigashi-houjinkai.or.jp/

953 ㈳岡山東法人会
鉱業・採石業・砂
利採取業

岡山県 岡山市北区蕃山町9-19 http://okayamahigashi-houjinkai.or.jp/

954 いさみ電業 建設業 岡山県 玉野市日比5-5-3
955 辻電機工事店 建設業 岡山県 玉野市玉1-10-15
956 池田電業㈱ 建設業 岡山県 岡山市北区下伊福1-2-7 http://www.ikedadengyo.com/

957 ㈲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/

958 サンタステクノ㈱ 建設業 岡山県 倉敷市児島小川10-911-13
959 東陽電気㈱ 建設業 岡山県 倉敷市早高396-4
960 琴浦電気㈱ 建設業 岡山県 倉敷市粒浦578-5 http://www.kotouradenki.co.jp/

961 ㈱高木電機工業 建設業 岡山県 岡山市北区横尾63

962 ㈱レイデックス
専門・技術サービ
ス業

岡山県 岡山市北区問屋町9-101

963
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

964 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/

965 ㈱アズウッド 卸売・小売業 岡山県 岡山市北区辰巳23-125-201

966 総社商工会議所
サービス業（他に
分類されないも

岡山県 総社市中央6-9-108 http://www.kibiji.ne.jp/scci/

967 冨士運輸㈱ 運輸業 岡山県 岡山市東区九蟠800-4
968 両備ホールディングス㈱ 運輸業 岡山県 岡山市北区錦町6-1 http://www.ryobi-holdings.jp/

969 ㈱キョードー 製造業 岡山県 岡山市東区宍甘370 http://www.kyodo-dnet.co.jp/

970 ㈱大和鉄工所 製造業 岡山県 岡山市東区金岡西町1108-2 http://www.daiwa-teko.co.jp/



971 ㈱徳山電機製作所 製造業 岡山県 岡山市東区九蟠1119 http://www.tokuyamadenki.jp/

972 カイタック㈱ 卸売・小売業 岡山県 岡山市北区昭和町3-12 http://www.caitac.co.jp/

973 ネッツトヨタ岡山㈱ 卸売・小売業 岡山県 岡山市南区泉田28-1 http://www.netzokayama.com/

974 新生電気㈱ 卸売・小売業 岡山県 岡山市南区新福1-5-6 http://www.shinseidenki.co.jp/

975 玉野商工会議所
サービス業（他に
分類されないも

岡山県 玉野市築港1-1-3 http://www.tamanocci.jp/

976 海吉運送㈲ 運輸業 岡山県 岡山市中区海吉1768-45

977
おひさまエナジーステーショ
ン㈱

専門・技術サービ
ス業

岡山県 岡山市北区弓之町10-9 http://ohisama-energystation.com/

978 コンサルタントネットワーク 教育、学習支援業 岡山県 岡山市北区田町1-2-10
979 ㈱ヴァーテブラ 医療、福祉 岡山県 岡山市北区野田3-5-8 http://www.vertebra.pro/

980 ㈱KeizLab 医療、福祉 岡山県 岡山市北区中撫川289-6 http://www.keizlab.net/
981 山田建設㈱ 建設業 岡山県 倉敷市真備町岡田263-1 http://www.yamadakensetu.jp/

982 院庄林業(株) 製造業 岡山県 津山市二宮22-1 http://www.innosho.co.jp

983 (株)廣陽本社 製造業 岡山県 津山市田町22
984 (株)大手門 製造業 岡山県 津山市上河原531-1

985 (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

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

987 野上石油(株) 卸売・小売業 岡山県 勝田郡勝央町岡41-1

988 キャス（株）
専門・技術サービ
ス業

広島県 福山市大門町大門３３６３ http://www.cas-co.jp

989 （株）ＳＯＰＡＫかねみつ 製造業 広島県 福山市御幸町森脇１０１９－３ http://www.sopak.co.jp
990 ピー・ピー・エス（有） 製造業 広島県 福山市御幸町森脇１０１９－２ http://pps-drive.co.jp
991 福山メッキ工業（株） 製造業 広島県 福山市草戸町２－９－１
992 フジ機械（株） 製造業 広島県 福山市箕沖町８６ http://www/fuji-kikai.com

993 瀬戸電設工業（株） 建設業 広島県 福山市瀬戸町山北４２３－１
994 坂本電気工事（株） 建設業 広島県 福山市箕沖町３６－３ http://www.sakamotodenki.jp

995 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

996 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

997 ㈱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
998 ㈱部屋店コミュニケーション 不動産業 広島県 広島市中区西十日市町9-9- http://www.heya-ten.jp

999 ㈱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

1000 ㈲マルケン 不動産業 広島県 広島市南区仁保南1-17-21
1001 （株）カネソ２２ 製造業 広島県 福山市御船町２－２－２６ http://www.kaneso22.co.jp

1002 （株）シギヤ精機製作所 製造業 広島県 福山市箕島町５３７８ http://www.shigiya.co.jp
1003 （有）ヨシテック 製造業 広島県 福山市箕沖町１２７－２０

1004 （株）キャステム 製造業 広島県
福山市御幸町大字中津原１８
０８－１

http://www.castem.co.jp/

1005 （株）京伸精機 製造業 広島県 福山市沼隈町大字下山南９４
1006 （株）コーサック 製造業 広島県 福山市曙町四丁目１２－１１
1007 （株）サカイ 製造業 広島県 福山市松浜町４－５－４８ http://www.shikan-sakai.com

1008 （株）サトウ製作所 製造業 広島県
福山市神辺町字十九軒屋３８
－１

http://www9.ocn.ne.jp/~sato-tec/

1009 （株）シーケイエス・チューキ 製造業 広島県 福山市箕島町６２８０－１０ http://www.ckschuki.co.jp

1010 （株）制電社 製造業 広島県 福山市曙町六丁目９－１６ http://www.seidensha.co.jp/

1011 （有）上田鉄工所 製造業 広島県
福山市東手城町一丁目３２－
３５

1012 （有）エムシコー 製造業 広島県 福山市新涯町三丁目２０－２
1013 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

1014 入江（株） 製造業 広島県 福山市新市町戸手５９８－１ http://www.iriekk.co.jp/
1015 卜部産業（株） 製造業 広島県 福山市新浜町一丁目５－１５ http://urabe.net/

1016 キングパーツ（株） 製造業 広島県
福山市御幸町大字下岩成８７
９－１

http://www.kingparts.co.jp/hp/index.php

1017 産興㈱ 製造業 広島県 広島市中区舟入南1-1-18 http://www.sankoweb.co.jp/

1018 山陽食品㈱ 製造業 広島県 広島市南区上東雲町18-36
1019 山陽電気工業（株） 製造業 広島県 福山市沖野上町二丁目５－１ http://www.sanyodenko.co.jp/

1020 三和製作（株） 製造業 広島県 福山市今津町六丁目１６－２ http://www.sanwa-trp.com/

1021 昭和産業㈱ 製造業 広島県 呉市広多賀谷3-4-5
1022 シルフィード㈲ 製造業 広島県 広島市安佐南区西原5-17-

1023 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

1024 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



1025 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

1026 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

1027 中国製鋼（株） 製造業 広島県 福山市箕沖町１２４ http://cs123.jp/
1028 ツボサン㈱ 製造業 広島県 呉市仁方桟橋通1511-26 http://www.tsubosan.co.jp

1029 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/

1030 東洋電装㈱ 製造業 広島県 広島市安佐南区緑井4-22- http://www.t-denso.com

1031 ドリームベット㈱ 製造業 広島県 広島市西区己斐本町3-12- http://dreambed.jp
1032 日本運搬機械（株） 製造業 広島県 福山市卸町１５－１６ http://www.nichiun.co.jp/

1033 日本バレル工業㈱ 製造業 広島県 広島市南区東雲1-2-7
1034 早間金属（有） 製造業 広島県 福山市鞆町後地２６－１６７
1035 光和化成（株） 製造業 広島県 福山市南本庄二丁目１２－２
1036 広島化成（株） 製造業 広島県 福山市松浜町二丁目２－１１ http://www.hiroshimakasei.co.jp/

1037 福山合成（株） 製造業 広島県
福山市赤坂町大字赤坂５４１
－３

http://www.fukuyama-gosei.co.jp/

1038 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

1039 ペアコム（株） 製造業 広島県 福山市駅家町大字江良３５８
1040 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

1041 正木鉄工（株） 製造業 広島県 福山市草戸町三丁目７－２３
1042 ㈱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/

1043 ㈱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
1044 ㈱オオノ 製造業 広島県 安芸郡熊野町字深原5599-2
1045 ㈱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
1046 ㈱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

1047 ㈱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/

1048 ㈱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

1049 ㈱サタケ 製造業 広島県 東広島市西条西本町2-30
1050 ㈱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

1051
㈱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

1052 ㈱タケシタ 製造業 広島県 呉市音戸町早瀬1-50-5
1053 ㈱トーキン 製造業 広島県 呉市仁方町2-1

1054 ㈱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/

1055
㈱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

1056 ㈱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/

1057 ㈱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

1058 ㈱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

1059 ㈱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/

1060 ㈱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

1061 ㈱マルフク 製造業 広島県 広島市南区段原2-4-15
1062 ㈱山豊 製造業 広島県 広島市安佐南区沼田町伴 http://www.yamatoyo.co.jp

1063 丸天産業（株） 製造業 広島県 福山市東手城町二丁目５－２ http://www.maruten.net/

1064 ㈲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

1065 ㈲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

1066 ㈲田岡塗装 製造業 広島県 呉市天応西条2-13-2
1067 ㈲巴屋 製造業 広島県 呉市中通4-8-19 http://www.tomoeya.info

1068 ㈲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/

1069 ㈲林工業所 製造業 広島県 広島市安芸区瀬野町3089- http://www.884.co.jp
1070 ㈲広常産業 製造業 広島県 広島市西区田方3-752-3
1071 南条工業㈱ 製造業 広島県 広島市安佐北区三入4-7-43

1072 砂谷㈱ 製造業 広島県
広島市佐伯区湯来町大字伏
谷1321

1073 ㈲協和製作所 製造業 広島県 広島市南区青崎2-8-2
1074 （有）丸加製作所 製造業 広島県 福山市大門町５－１１－３７  http://www.fukuyamakr.com

1075 中国輸送機㈱ 製造業 広島県 福山市佐波町１６４－１

1076 （株）マンセイ 製造業 広島県
福山市駅家町法成寺１５７５
－１７

http://www.mansei.net/index.html

1077 大宮工業（株） 製造業 広島県 福山市大門町５－６－４５ http://www.okksg.co.jp/
1078 （株）アスコン 製造業 広島県 福山市港町１－１５－２７ http://www.ascon.co.jp/



1079 サンセイジェネリック（株） 製造業 広島県 福山市新涯町２－１４－３ http://sunsay.co.jp
1080 ㈱光文堂 製造業 広島県 呉市川尻町東3-10-45 http://corp.koubundo.co.jp/

1081 池田糖化工業（株） 製造業 広島県 福山市箕沖町９７ http://www.ikedatohka.co.jp/

1082 丸繊㈱ 製造業 広島県 東広島市西条町寺家7082-2
1083 ㈲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

1084 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
1085 黒田工業㈱ 製造業 広島県 福山市新浜町２－４－２８ http://www.kuroda-dryer.co.jp

1086 中神自動車工業㈱ 製造業 広島県 東広島市志和町志和堀 http://www.nakagami.biz

1087 ユニテック工業（株） 製造業 広島県 福山市南松永町３－５－４５ http://www.uniteckg.jp/
1088 （株）岡田園 製造業 広島県 福山市宝町３－９ http://okadaen.co.jp
1089 （株）オービス 製造業 広島県 福山市南松永町４－１－４８ http://www.orvis.co.jp

1090 こだま食品（株） 製造業 広島県
福山市駅家町法成寺１５７５
－９

http://www.kodam-foods.co.jp/

1091 ㈱ＷＯＯＤＹ 製造業 広島県 廿日市市大野原3-6-51 http://woody-craft.com
1092 ジイ・システム㈲ 製造業 広島県 広島市安佐南区長束5-8-9

1093 （株）シンクライズ 情報通信業 広島県
福山市箕島町５８１６－６３
２階

http://www.syncrise.co.jp/

1094 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/

1095 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

1096 ㈱NTEC 情報通信業 広島県
大阪市淀川区新高3-9-14Ｍ
Ｍビル１Ｆ

1097 ㈱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

1098 ㈱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
1099 ㈱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

1100 ㈱ジーテック 情報通信業 広島県
広島市中区大手町5-17-13Ｇ
Ｏ＆ＤＯビル4Ｆ

http://www.gtec.co.jp

1101 ㈱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

1102 ㈱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

1103 ㈱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

1104 ㈱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

1105 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/

1106 （株）三幸社 建設業 広島県 福山市野上町３－１６－５１ http://www.kk-sankosha.co.jp/

1107 （株）ハッピーホーム 建設業 広島県 福山市御幸町森脇４５１－１ http://happy-refom.com

1108 （株）プロテック 建設業 広島県 福山市南蔵王町六丁目１７－ http://www.pro-110-119.jp/

1109 （株）エイトコーポレーション 建設業 広島県 福山市箕島町５８１６−８７
1110 （株）広江 建設業 広島県 福山市水呑町２１－１０
1111 （株）松原組 建設業 広島県 福山市引野町５２１８ http://www.matsubara-gumi.co.jp/

1112 （株）マルケン装飾 建設業 広島県 福山市明治町１１－５
1113 占部建設工業（株） 建設業 広島県 福山市地吹町１８－１６ http://www.urabekensetsu.co.jp/

1114 境谷工業㈱ 建設業 広島県 広島市安佐北区亀山9-35- http://www.sakatanikk.co.jp

1115 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/
1116 塩田工業㈱ 建設業 広島県 広島市南区東雲2-14-6
1117 大邦工業㈱ 建設業 広島県 広島市安佐南区川内6-26-4
1118 大保電業㈱ 建設業 広島県 広島市南区比治山本町14-8

1119 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

1120 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

1121 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/

1122 村上商事（株） 建設業 広島県 福山市一文字町２０－２ http://murakami-shoji.co.jp

1123 ㈱△□● 建設業 広島県
広島市安佐南区沼田町伴
3585-1

1124 ㈱ＳＴウェルド 建設業 広島県 広島市安佐北区深川8-11-6

1125 ㈱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

1126 ㈱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
1127 ㈱第一三和電工 建設業 広島県 広島市佐伯区城山1-2-20
1128 ㈱竹野下組 建設業 広島県 広島市安佐北区可部3-38-6
1129 ㈱中電工 建設業 広島県 広島市中区小網町6-12 http://www.chudenko.co.jp

1130 ㈱ネット・エックス 建設業 広島県 広島市西区南観音5-1-12
1131 ㈱ミツケ商会 建設業 広島県 広島市中区江波東1-2-23



1132 ㈱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/

1133 ㈲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
1134 ㈲ひらき組 建設業 広島県 広島市西区己斐大迫1-19-4
1135 ㈲栄伸 建設業 広島県 広島市西区山田町32-45
1136 出雲建設㈱ 建設業 広島県 東広島市黒瀬町楢原1100- http://www.izumo-kk.co.jp

1137 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/

1138 ㈱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

1139 山陽通信工業㈱ 建設業 広島県 広島市西区三篠町2-13-32
1140 光栄電工㈱ 建設業 広島県 三次市三次町46-6

1141 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

1142 富士建設㈱ 建設業 広島県 福山市神島町１０－１８ http://www.f-fujiken.co.jp

1143 ㈱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

1144 ㈱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

1145 ㈱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
1146 ㈱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
1147 ㈲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

1148
アクサ生命保険（株）福山
営業所

金融・保険業 広島県 福山市西町２－１０－１ http://www2.axa.co.jp

1149 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

1150 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

1151
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/

1152 学校法人　広島ＹＭＣＡ学 教育、学習支援業 広島県 広島市中区八丁堀7-11 http://www.hymca.jp

1153 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

1154 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

1155
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

1156 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　３
ＦＷｉｎスクール本校

1157
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/

1158 ㈱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/
1159 ㈱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
1160 ㈱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

1161 ㈱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/
1162 ㈱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
1163 ㈱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/

1164 ㈱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
1165 ㈱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/

1166 ㈱道祖園 教育、学習支援業 広島県 東広島市八本松町原10706- http://www.dosoen.com/

1167
㈱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　ＣＯＩ
広島紙屋町ビル６Ｆ

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

1168 ㈱ビジービー 教育、学習支援業 広島県 広島市中区基町11-13
1169 ㈱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
1170 ㈲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

1171
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

1172 ㈱アクシア 教育、学習支援業 広島県 広島市南区翠1-2-28

1173
穴吹カレッジキャリアアップ
スクール福山校

教育、学習支援業 広島県 福山市三之丸町３０－１ http://www.aef.anabuki.gr.jp

1174 ミイク（有） 教育、学習支援業 広島県 福山市東町３－７－１０
1175 （株）栄工社 卸売・小売業 広島県 福山市南町７－２７ http://www.eikosha.co.jp/

1176 （株）桑宗 卸売・小売業 広島県 福山市春日町五丁目２－５３ http://www.kuwaso.co.jp/

1177 （株）外林 卸売・小売業 広島県 福山市卸町２－６ http://www.sotobayashi.co.jp/

1178
（株）ミヤハラ　中国営業所
福山地区

卸売・小売業 広島県 福山市王子町２－１３－４ http://www.miyahara.co.jp/

1179 （株）コパックス 卸売・小売業 広島県 福山市柳津町三丁目２－４１ http://www.kopax.co.jp/

1180 （株）ダイショク 卸売・小売業 広島県
福山市南手城町四丁目１０－
３－１０２



1181 （株）フセパーツ 卸売・小売業 広島県 福山市南手城町四丁目１９－
1182 （株）伸友 卸売・小売業 広島県 福山市一文字町１４－３１ http://www.shinyuu.co.jp

1183 （株）扶桑理化 卸売・小売業 広島県 福山市松永町６－２０－１２ http://www.fusorika.com

1184 井阪産業（株） 卸売・小売業 広島県 福山市東手城町２－７－１３
1185 映クラ（株） 卸売・小売業 広島県 福山市引野町三丁目２３－３ http://www.ekura.co.jp/
1186 鎌田特殊鋼（株） 卸売・小売業 広島県 福山市大門町五丁目１２－１
1187 小島米穀㈲ 卸売・小売業 広島県 呉市阿賀北8-16-24
1188 五洋医療器（株） 卸売・小売業 広島県 福山市明神町２２－３０ http://www.goyoh-medical.jp/

1189 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

1190 下平管材（株） 卸売・小売業 広島県 福山市南蔵王町二丁目２－１ http://cs123.jp/
1191 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

1192 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/

1193 タカヤ商事（株） 卸売・小売業 広島県 福山市千田町千田１７４１－１ http://www.takaya-shoji.jp/

1194 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
1195 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- http://www.neos-group.co.jp

1196 光和物産（株） 卸売・小売業 広島県 福山市南本庄二丁目１２－２ http://www.kowabussan.co.jp

1197 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

1198 福永硝子建材（株） 卸売・小売業 広島県 福山市三吉町五丁目５－５ http://www.fukunaga-glass.co.jp/

1199 藤井商事（株） 卸売・小売業 広島県 福山市箕沖町１０５－３ http://www.fujiishoji.co.jp/

1200 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
1201 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

1202 ㈱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/

1203 ㈱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

1204 ㈱オプス 卸売・小売業 広島県 広島市南区段原2-4-15

1205 ㈱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

1206 ㈱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
1207 ㈱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/

1208 ㈱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

1209 ㈱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
1210 ㈱原田 卸売・小売業 広島県 広島市安佐南区西原2-26- http://harada-inc.com
1211 ㈱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/
1212 ㈱広電ストア 卸売・小売業 広島県 広島市中区東千田町2-10- http://www.madamjoy.jp
1213 ㈱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/
1214 ㈱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
1215 ㈱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
1216 ㈱優良環境開発 卸売・小売業 広島県 呉市中通3-8-14
1217 ㈱ラ・シャンブルクレアショ 卸売・小売業 広島県 広島市中区幟町12-17 http://www.lachambre.jp

1218 ㈱ワコー 卸売・小売業 広島県 廿日市市宮内工業団地3-6
1219 神農（株） 卸売・小売業 広島県 福山市曙町６－１－１
1220 福山医療器（株） 卸売・小売業 広島県 福山市三吉町３－４－８ http://www.f-iryoki.co.jp

1221 ㈲石田産業 卸売・小売業 広島県 広島市安佐北区可部4-4-7
1222 ㈲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

1223
㈲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

1224 ㈲不二屋 卸売・小売業 広島県 呉市中央1-9-5 http://www.han-fujiya.com

1225 ㈱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- http://www.consec.co.jp

1226 プレシジョンサプライ（株） 卸売・小売業 広島県 福山市幕山台２－５－２２ http://www.precision-chemical.jp/html/aboutus.htm

1227 小池薬品（有） 卸売・小売業 広島県 福山市御幸町中津原１６２１  http://www.fukuyamakr.com

1228 メディシンホールセラー（株） 卸売・小売業 広島県 福山市野上町３－１０－１７
1229 （株）三宅臣 卸売・小売業 広島県 福山市神辺町川北３６８－１ http://www.miyakeshin.co.jp/

1230 （株）池田ハルク 卸売・小売業 広島県 福山市明神町２－１４－２９ http://www.ikedahalc.com

1231 フェザーフィールド（株） 卸売・小売業 広島県 福山市引野町１－２７－１５ http://www.featherfield.co.jp

1232
㈱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/

1233 （株）森本製材所 卸売・小売業 広島県 福山市地吹町１３－２９ http://www.m-seizai.com/index.htm

1234 ㈱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
1235 ㈱三森 卸売・小売業 広島県 福山市卸町１５－６ http://www.m-mitumori.jp/

1236 ㈱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

1237 ㈱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

1238 （株）ソワール 卸売・小売業 広島県 福山市新涯町１－４１－８ http://www.rf-soir.jp
1239 ポエック（株） 卸売・小売業 広島県 福山市南蔵王町２－１－１２ http://www.puequ.co.jp



1240 昭和陸運（株） 運輸業 広島県 福山市引野町四丁目１－８ http://www.shoriku.co.jp/

1241 西部運輸（株） 運輸業 広島県 福山市箕沖町１０５－１７ http://www.seibu-trans.com

1242 双葉運輸㈱ 運輸業 広島県 広島市西区山田町539 http://futabaunyu.com
1243 丸加海陸運輸（株） 運輸業 広島県 福山市箕沖町２２－１ http://www.maruka-trans.co.jp

1244 ㈱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
1245 ㈱坂急送 運輸業 広島県 広島市南区本浦町37-7
1246 ㈱広重 運輸業 広島県 安芸郡坂町北新地4-5-45 http://www.hiroju.co.jp
1247 ㈱ヒロハイ・コーポレーショ 運輸業 広島県 廿日市市宮内1-1-3 http://www.hirohai.co.jp/

1248 ㈱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/

1249 ㈱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/

1250 日の丸交通㈱ 運輸業 広島県
広島市安佐南区大町東4-
10-37

1251 備後通運（株） 運輸業 広島県 福山市西町２－１６－１８ http://sunsay.co.jp
1252 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

1253 丸三タクシー㈱ 運輸業 広島県 広島市南区出島2-21-8
1254 ㈱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
1255 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

1256 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

1257 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

1258 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/

1259 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-

1260
㈱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/

1261 ㈲富士屋 飲食店、宿泊業 広島県 呉市広中町5-16
1262 ㈲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

1263
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

1264
（医社）伸寿会　高須クリ
ニック

医療、福祉 広島県
福山市南蔵王町一丁目７－１
４

1265 （有）ピュア・ハート 医療、福祉 広島県 福山市新市町戸手６５７－６

1266
（株）三愛ケータリング・サプ
ライ

医療、福祉 広島県
福山市三吉町四丁目１２－２
９

http://www.scs-group.jp/

1267 （有）ムジカ 医療、福祉 広島県
福山市加茂町字上加茂５５８
－１

1268
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/

1269
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

1270
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

1271 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

1272 居宅介護支援センター菜の 医療、福祉 広島県 広島市安佐北区可部5-4-24

1273 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

1274
社会福祉法人　広島ＹＭＣ
Ａ福祉会

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

1275 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

1276
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/

1277
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/

1278 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

1279 デイサービスセンター菜の 医療、福祉 広島県 広島市安佐北区可部4-21-
1280 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
1281 訪問介護ステーション菜の 医療、福祉 広島県 広島市安佐北区可部5-4-
1282 訪問看護ステーション菜の 医療、福祉 広島県 広島市安佐北区可部5-4-

1283 ㈱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

1284 ㈱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
1285 ㈱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



1286 ㈱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/

1287 ㈲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-

1288 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

1289 世羅菜園㈱ 農業・林業 広島県 世羅郡世羅町大字重永608-

1290 （株）アイルネット
専門・技術サービ
ス業

広島県 福山市御幸町森脇４４３－１ http://www.aill.net

1291 （有）池永経営会計事務所
専門・技術サービ
ス業

広島県 福山市王子町１－２－２４ http://www.1ikenaga.jp/

1292 （株）アクトシステムズ
専門・技術サービ
ス業

広島県 福山市西町二丁目１２－８ http://www.act-systems.co.jp/

1293
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

1294 アドバンスシステム（株）
専門・技術サービ
ス業

広島県 福山市本庄町中　１－３４－６ http://www.asd-ltd.co.jp

1295 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

1296
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/

1297
社会保険労務士野島正貴
事務所

専門・技術サービ
ス業

広島県
福山市沖野上町四丁目１２－
２７ＳＵＺＵＫＡ沖野上１０１

http://www.office-nojima.net

1298 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1-6-2ＭＤ
Ｘビル５階

http://www.sato-co.jp

1299 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

1300
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

1301 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

1302 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

1303 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

1304 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

1305 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

1306 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

1307 ㈱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

1308 ㈱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/

1309 ㈱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

1310 ㈱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

1311 ㈱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

1312 ㈱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/

1313 ㈱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

1314 ㈱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

1315 ㈱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

1316 ㈲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

1317 ㈲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

1318 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



1319 ㈱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/

1320 ㈲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/

1321
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

1322 日産興業㈱
専門・技術サービ
ス業

広島県 三原市古浜1-2-20

1323 （株）山陽情報システム
専門・技術サービ
ス業

広島県 福山市沖野上町２－６－２８ http://www.sanyojs.jp/

1324
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

1325 ㈱つかさ
専門・技術サービ
ス業

広島県 福山市入船町１－１－１８

1326 ダイホーコンサルタント㈱
専門・技術サービ
ス業

広島県 福山市明神町１－５－３８ http://www.daiho-c.co.jp

1327 （株）エーシーエス
専門・技術サービ
ス業

広島県 福山市西深津町３－１－１７

1328 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

1329
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

1330 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

1331 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

1332 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

1333
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/

1334 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

1335 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

1337 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

1338 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

1339 ㈱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

1340 ㈱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

1341 ㈱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/

1342 ㈱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

1343 ㈱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

1344 ㈲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

1345 ㈲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/

1346 ㈲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/

1347 ㈲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

1348 ㈲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

1349 ㈲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１０階

1350 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



1351 ㈲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

1352 ㈱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

1353 ㈱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

1354 （株）エスオーケー
サービス業（他に
分類されないも

広島県 福山市鋼管町１ http://www.sokex.co.jp

1355 （株）フューレック
サービス業（他に
分類されないも

広島県 福山市笠岡町４－４ http://www.furec.jp/

1356 安佐ガード㈱
サービス業（他に
分類されないも

広島県 広島市安佐北区可部5-9-2

1357
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

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

1358 エコテクノ㈱
サービス業（他に
分類されないも

広島県 山県郡北広島町本地737

1359 三栄産業㈱
サービス業（他に
分類されないも

広島県
広島市中区基町5-44広島商
工会議所ビル

1360
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

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

1361 大福ホーム（株）
サービス業（他に
分類されないも

広島県 福山市霞町三丁目１番１３号 http://www.daifukuhome.com/

1362 中央商工㈱
サービス業（他に
分類されないも

広島県
広島市安佐北区可部2-38-
10山口ビル１Ｆ

1363
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

広島県
広島市中区八丁堀3-1幟会
館２階

http://www.npoc.or.jp

1364 ドック　ファンタジー
サービス業（他に
分類されないも

広島県 広島市安佐南区東原2-6-13 http://papillon.to/

1365 富野機工（株）
サービス業（他に
分類されないも

広島県 福山市曙町３－１８－１６ http://www.tominokikou.co.jp/

1366 富野機工㈱　東広島営業所
サービス業（他に
分類されないも

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

1367 ビルックス㈱
サービス業（他に
分類されないも

広島県 呉市阿賀南1-8-49 http://builx.com

1368 宗盛電気サービス㈱
サービス業（他に
分類されないも

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

1369 ㈱ＲＣＣ文化センター
サービス業（他に
分類されないも

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

1370 ㈱ＳＫコーポレーション
サービス業（他に
分類されないも

広島県 広島市中区大手町2-7-7

1371 ㈱カエルカンパニー
サービス業（他に
分類されないも

広島県
広島市中区榎町5-14榎町ビ
ル3階

http://www.kaerucompany.com

1372 ㈱新星工業社
サービス業（他に
分類されないも

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

1373 ㈱新和自動車
サービス業（他に
分類されないも

広島県 東広島市黒瀬町南方1525-1 http://www.bodyshop-shinwa.co.jp

1374 ㈱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

広島県
広島市中区立町2-25　ＩＧ石
田学園ビル９Ｆ

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

1375 ㈱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

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

1376 ㈱ビアンシステムズ
サービス業（他に
分類されないも

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

1377 ㈱ヒューマンズ２１
サービス業（他に
分類されないも

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

1378 ㈱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

広島県
広島市西区草津新町1-21-
35

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

1379 ㈱広島リビング新聞社
サービス業（他に
分類されないも

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

1380 ㈱双葉
サービス業（他に
分類されないも

広島県 広島市西区山田町539 http://futabaunyu.com

1381
㈱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

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/

1382 ㈱リレイション
サービス業（他に
分類されないも

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



1383 ㈱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

広島県
広島市中区宝町1-15　宝ビ
ル７Ｆ-４

1384 ㈲金山・商店
サービス業（他に
分類されないも

広島県 廿日市市宮内1-3-7

1385 ㈱ミックス
サービス業（他に
分類されないも

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

1386 ㈱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

広島県 広島市中区国泰寺町1-8-14 http://www.humic.jp

1387 福山観光旅行（株）
サービス業（他に
分類されないも

広島県 福山市丸之内１－３－１９  http://www.fukuyamakr.com

1388 BODY＋五日市駅前店
サービス業（他に
分類されないも

広島県
広島市佐伯区五日市駅前1-
10-1　2F

1389 中国システム機器（株）
サービス業（他に
分類されないも

広島県
福山市瀬戸町地頭分２０３５
－１２

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

1390 田室自動車工業㈲
サービス業（他に
分類されないも

広島県
広島市安佐南区長束6-10-
22

1391 ㈱ハービック
サービス業（他に
分類されないも

広島県 福山市大門町津之下２９８６ http://www.hvcsg.co.jp/

1392 （有）サクセスプランニング
サービス業（他に
分類されないも

広島県 福山市南蔵王町４－９－４ http://hal-hal.com

1393 （有）祭遊館
サービス業（他に
分類されないも

広島県 福山市三吉町３－７－２５ http://www.rf-soir.jp

1394 岡本水産㈲ 漁業 広島県 呉市倉橋町11894-15
1395 ㈱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

1396 ㈱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

1397 ㈱Ｓｗｅｅｔ　Ｄ 製造業 広島県 広島市安佐南区西原9-4- http://www.sweetd-life.com

1398 （株）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

1399 （株）アルファー保険
専門・技術サービ
ス業

広島県 福山市千田町２－３－９

1400 山晴建設（株） 金融・保険業 広島県 福山市春日町２－５－２９ http://www.sansei-34.co.jp

1401 （株）ディーフィールド 卸売・小売業 広島県 福山市新市町戸手１０５－２ http://www.d-field-ltd.com/

1402 （株）サン・メディカル 卸売・小売業 広島県 福山市新涯町１－１７－１
1403 徳山商店連合協同組合 複合サービス事業 山口県 周南市糀町1-17 http://pp510.jp
1404 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- http://www.ywf.or.jp

1405
山口縣内燃機関工業協同
組合

複合サービス事業 山口県 下関市大和町2-4-28

1406 防府総合車検協業組合 複合サービス事業 山口県 防府市新築地町15-2

1407
株式会社　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

1408 株式会社　エストラスト 不動産業 山口県 下関市椋野町3-12-1 http://www.strust.co.jp
1409 株式会社　司地所 不動産業 山口県 周南市花畠町6-1 http://www.thukasa.com

1410 光東株式会社 不動産業 山口県 下松市東海岸通り1-7 http://www.koto-corp.co.jp

1411 ベントサービス株式会社 不動産業 山口県 宇部市大字吉見1160-1
1412 株式会社　こすもす開発 不動産業 山口県 山口市朝倉町2-3 http://yamataku.in
1413 協同重機有限会社 不動産業 山口県 防府市下右田685-6 http://www.k-juki.net
1414 株式会社　有職 不動産業 山口県 周南市遠石2-3-1 http://www.toishi.co.jp
1415 赤坂印刷株式会社 製造業 山口県 周南市大字馬神字松川854- http:///www.akasaka-print.co.jp

1416 アリフク印刷株式会社 製造業 山口県 下関市豊北町粟野4896-8
1417 アルギン株式会社 製造業 山口県 下関市大和町2-4-8
1418 アロー印刷株式会社 製造業 山口県 下関市卸新町10-3 http://www.arr.co.jp/arrow

1419
石窯パン工房　ドロシー新
下関

製造業 山口県 下関市秋根西町1-9-14 http://www.dorothy-bakery.com

1420 宇部興産株式会社 製造業 山口県 宇部市大字小串1978-96 http://www.ube-ind.co.jp/japanese

1421 宇部マテリアルズ株式会社 製造業 山口県 宇部市相生町8-1興産ﾋﾞﾙ5F http://www.ubematerials.co.jp

1422
エムシー・ファーティコム株
式会社 宇部工場

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

1423 大田造船株式会社 製造業 山口県 下関市彦島江の浦町6-1-18 http://www.ohta-zousen.co.jp

1424 大林産業株式会社 製造業 山口県 山口市徳地八坂700番地 http://www.c-able.ne.jp/~o-woods

1425 岡寺産業株式会社 製造業 山口県 周南市月丘町3-6 http://www.okadera.co.jp

1426 株式会社　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

1427 株式会社　伊東工作所 製造業 山口県 宇部市恩田町1-1-12 http://itoukousakusyo.co.jp

1428 株式会社　稲田電機工業 製造業 山口県 下関市豊浦町川棚7452-2



1429 株式会社　内富海苔店 製造業 山口県 周南市五月町3-13
1430 株式会社　大津屋 製造業 山口県 下関市横野町2-16-12 http://www.ohtsuya-shoyu.com

1431 株式会社　岡本紙工 製造業 山口県 下関市長府扇町6-19
1432 株式会社　兼重建具 製造業 山口県 山口市富田原町1-38
1433 株式会社　巖流本舗 製造業 山口県 下関市長府扇町6-44 http://ganryu.co.jp
1434 株式会社　岸田商会 製造業 山口県 萩市大字土原６０８－１ http://www.ponzuya.co.jp

1435 株式会社　木原製作所 製造業 山口県 山口市秋穂西3106-1 http://www.kiharaworks.com

1436 株式会社　九コン山口 製造業 山口県 防府市大字植松741番地 http://9con-y.net
1437 株式会社　倉橋商事 製造業 山口県 岩国市門前町１－４－１０
1438 株式会社　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

1439 株式会社　コトガワ 製造業 山口県 宇部市大字妻崎開作140-1 http://www.kotogawa.com

1440 株式会社　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

1441 株式会社　三和印刷社 製造業 山口県 下関市長府扇町9-1 http://sanwa-printing.jp
1442 株式会社　シマヤ 製造業 山口県 周南市都町1-57 http://www.shimaya.co.jp

1443
株式会社　下関コントロー
ルシステム

製造業 山口県 下関市彦島弟子侍3-1-3

1444 株式会社　創舎 製造業 山口県
宇部市大字西岐波１１７３－１
７１

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

1445 株式会社　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
1446 株式会社　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

1447 株式会社　宝計機製作所 製造業 山口県 柳井市柳井3889 http://www.takara-scale.co.jp

1448 株式会社　ニシエフ 製造業 山口県 下関市豊北町大字粟野4238 http://www.nishi-f.co.jp
1449 株式会社　西日本テクノ 製造業 山口県 下関市豊浦町大字川棚5303 http://nishinihon-techno.co.jp

1450 株式会社　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

1451 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
1452 株式会社　ふじたプリント社 製造業 山口県 周南市大字久米3918番地 http://www.try-angle.co.jp

1453 株式会社　法道工務所 製造業 山口県 下関市彦島山中町1-8-8

1454
株式会社　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

1455 株式会社　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

1456 株式会社　ヤナギヤ 製造業 山口県 宇部市大字善和189-18 http://www.ube-yanagiya.co.jp

1457 株式会社　山口茶業 製造業 山口県 宇部市小野櫟原１５２－１３ http://www.onocha.com
1458 株式会社　山本工業 製造業 山口県 下関市菊川町久野741-1 http://www.fishingshop-net.com/yamamoto

1459 株式会社　横山歯車 製造業 山口県 宇部市大字東須恵3901-4
1460 神生産業株式会社 製造業 山口県 下関市王喜本町5-3-50
1461 関西化研工業株式会社 製造業 山口県 周南市粟屋1035-5 http://www.kanasaken.co.jp

1462
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

1463 共美工業株式会社 製造業 山口県 宇部市大字川上字白石133-
1464 協和工業株式会社 製造業 山口県 周南市住崎町13-25 http://www.kyowa-ind.com

1465 共和林業株式会社 製造業 山口県 下関市豊浦町大字川棚

1466
サン・アロー化成株式会社
徳山工場

製造業 山口県 周南市晴海町1-2 http://www.sun-arrow.co.jp

1467
サン電子工業株式会社　下
関工場

製造業 山口県 下関市大字石原字上岡168 http://www.sunelec.co.jp

1468 シー・ケイ・ケー株式会社 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

1469 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

1470 瞬報社写真印刷株式会社 製造業 山口県 下関市長府扇町9-50 http://www.shumpou.co.jp

1471 白銀工業株式会社 製造業 山口県 柳井市柳井１５５７－３
1472 新興電機株式会社 製造業 山口県 下関市武久町2-21-17 http://www.shinko-electric.jp

1473
セントラル硝子株式会社 宇
部工場

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

1474 大日本パール工業株式会 製造業 山口県 下関市彦島塩浜町2-1-6
1475 多機能フィルター株式会社 製造業 山口県 下松市葉山2-904-16 http://www.takino.co.jp
1476 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

1477 中國工業株式会社 製造業 山口県 光市浅江5-25-3
1478 東洋エス・イー株式会社 製造業 山口県 下関市大和町1-11-13 http://www.to-yose.co.jp

1479 徳山興産株式会社 製造業 山口県 周南市栄町2-31 http://www.tkosan.co.jp
1480 弘木工業株式会社 製造業 山口県 下松市大字西豊井1394 http://www.hiromoku-kogyo.co.jp

1481 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
1482 水上金属工業株式会社 製造業 山口県 光市大字小周防1100-7 http://www.mizukami-metal.co.jp

1483 南鉄工所 製造業 山口県 美祢市於福町上3645 http://www3.ocn.ne.jp/~nantetu



1484
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

1485 やまぐち県酪乳業株式会社 製造業 山口県 下関市菊川町田部夢団地1 http://www.yamaraku.co.jp

1486 有限会社　ＭＩＧ 製造業 山口県 宇部市東見初町1-15
1487 有限会社　アイテックス 製造業 山口県 宇部市川上983-2
1488 有限会社　春栄工業 製造業 山口県 下関市阿内1079
1489 有限会社　田中醤油醸造場 製造業 山口県 下関市清末中町2-2-22
1490 有限会社　動生 製造業 山口県 周南市毛利町3-40
1491 有限会社　富田鉄工所 製造業 山口県 宇部市大字妻崎開作624-9

1492 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ヶ石
678-4

1493 有限会社　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
1494 有限会社　リベルタス興産 製造業 山口県 宇部市東見初町525-110 http://www.ube-ind.co.jp/libertas

1495 株式会社　ムサシ機電 製造業 山口県 下関市豊浦町大字吉永
1496 株式会社　ゼニス 製造業 山口県 下関市小月小島2-4-30 http://www.zenith-dream.jp

1497 有限会社　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

1498 有限会社　協和工業 製造業 山口県 宇部市大字妻崎開作516-1
1499 児玉印刷株式会社 製造業 山口県 宇部市明神町3-4-3 http://www6.ocn.ne.jp/~p-kodama/

1500 柴崎工業株式会社 製造業 山口県 宇部市川上白石698 http://ube.axis.or.jp/kakusya/sibasaki.htm

1501 石川工業 製造業 山口県 宇部市八王子15-45
1502 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

1503 幸和プラテック株式会社 製造業 山口県
山陽小野田市大字山野井
1173-33

http://www.kowa-platech.com

1504 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

1505 富士製パン株式会社 製造業 山口県 防府市新築地町15-1
1506 三笠産業株式会社 製造業 山口県 山口市小郡山手上町1-10 http://www.mikasasangyou.co.jp

1507 株式会社　四季彩 製造業 山口県 防府市新築地町6-6 http://www.shikisai.co.jp

1508
和興産業株式会社　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

1509 中国アセチレン株式会社 製造業 山口県 宇部市大字東須恵3903-3 http://chuase.net
1510 日高 製造業 山口県 宇部市大字小串72-21
1511 株式会社　オカダ電気 製造業 山口県 宇部市大字船木3839-1
1512 薬仙石灰株式会社 製造業 山口県 美祢市伊佐町伊佐3362 http://www.yakusen.com

1513 有限会社　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

1514 株式会社　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

1515 株式会社　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

1516 宇部蒲鉾株式会社 製造業 山口県 宇部市大字川上697-20 http://www.ubekama.co.jp

1517 有限会社　森板金製作所 製造業 山口県 萩市明木2551-3 http://www.moriban.co.jp

1518 株式会社　サンテクノス 製造業 山口県 防府市大字上右田1748-2 http://www.suntechnos.co.jp

1519 有限会社　ほうえい堂 製造業 山口県 下松市藤光町2-13-16
1520 宇部蒲鉾株式会社 製造業 山口県 宇部市大字川上697-20 http://www.ubekama.co.jp

1521 有限会社　フジヤマ 製造業 山口県 宇部市東藤曲2-1-1

1522
明石被服興業株式会社 宇
部工場

製造業 山口県 宇部市大字際波2420 http://www.fcc.co.jp/akashi

1523 有限会社　石川鉄工所 製造業 山口県 宇部市八王子町15-45
1524 有限会社　東和商会 製造業 山口県 宇部市大字妻崎開作799-1
1525 コーウン産業株式会社 製造業 山口県 周南市小川屋町1-5
1526 三友鋳造株式会社 製造業 山口県 下松市大字平田100番地 http://www7.ocn.ne.jp/~sanyu

1527 株式会社　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
1528 株式会社　松尾鉄工所 製造業 山口県 岩国市南岩国町3-6-15

1529
株式会社　ヨシミエレクトロ
ニクス

製造業 山口県 下関市永田本町2-2-6 http://www.yoshimi-e.jp

1530 有限会社　谷野工業 製造業 山口県 光市大字小周防字虹川
1531 株式会社　中村鉄工所 製造業 山口県 周南市新宿通3-8 http://www.nakatetsu.net

1532 株式会社　中冷 製造業 山口県 下関市彦島西山町4-10-6 http://www.chuurei.co.jp/

1533 株式会社　日柳製作所 製造業 山口県 下松市大字東豊井898-6 http://www.e-kusanagi.jp

1534
株式会社　岸田ステンレス
工業所

製造業 山口県 周南市港町6-44

1535 新栄テクノ株式会社 製造業 山口県 下松市大字東豊井1037-7
1536 アイエムシンクタンク 情報通信業 山口県 岩国市川口町１－５－１５ http://www.imtt.co.jp



1537
アルファクス・フード・システ
ム株式会社

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

1538 エフエム周南株式会社 情報通信業 山口県 周南市大字久米3918 http://www.fms784.co.jp

1539 株式会社　宇部情報システ 情報通信業 山口県 宇部市相生町8-1 http://www.uis-inf.co.jp
1540 株式会社　エイム 情報通信業 山口県 宇部市寿町3-6-10 http://www.aim-yamaguchi.co.jp

1541
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
生命下関ﾋﾞﾙ6F

http://www.arts21.jp

1542
株式会社　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

1543 株式会社　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

1544 株式会社　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
1545 林兼コンピューター株式会 情報通信業 山口県 下関市東大和町14-50
1546 有限会社　チェレスティアー 情報通信業 山口県 下関市長府松小田中町2-13 http://celestiale.net

1547
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

1548 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

1549
株式会社　アット・ワイエム
シー

情報通信業 山口県 下関市細江町3-1-28 http://www.ymc.ne.jp

1550
有限会社ムラカミシステム
エイド

情報通信業 山口県
宇部市大字上宇部下友田
2504-3

1551 ＫＤテクノ有限会社 建設業 山口県 下関市楠乃2-438-4
1552 井上建設株式会社 建設業 山口県 下関市稗田中町18-3 http://www.inoue-k.co.jp

1553 宇部工業株式会社 建設業 山口県 宇部市大字妻崎開作874-1 http://www.ubekogyo.co.jp

1554 宇部トーヨー住器株式会社 建設業 山口県 宇部市妻崎開作789-7
1555 江村建設株式会社 建設業 山口県 周南市大字須々万本郷385-
1556 沖本綜合設備株式会社 建設業 山口県 山陽小野田市大字鴨庄8-4
1557 株式会社　エムビーエス 建設業 山口県 宇部市小串74-3 http://www.homemakeup.co.jp

1558
株式会社　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.kawasaki-denki.co.jp

1559 株式会社　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

1560 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

1561 株式会社　国可 建設業 山口県 光市浅江1-17-29
1562 株式会社　古無新 建設業 山口県 周南市毛利町3-40
1563 株式会社　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

1564 株式会社　三電 建設業 山口県 光市光井2-4-5 http://www.sanden-hikari.com

1565 株式会社　サンワ電工 建設業 山口県 下関市東大和町2-15-18

1566
株式会社　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

1567 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

1568 株式会社　鶴谷秀電社 建設業 山口県 宇部市東琴芝1-1-46
1569 株式会社　テクノライフ 建設業 山口県 下関市清末中町1-4-25
1570 株式会社　でんきのスエナ 建設業 山口県 岩国市今津町５－４－１０
1571 株式会社　徳山ビルサービ 建設業 山口県 周南市大字栗屋50-11 http://tokubiru.co.jp
1572 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

1573 株式会社　錦樹園 建設業 山口県 岩国市室ノ木町３－１８－４１ http://kinjuen.jp/
1574 株式会社　西建 建設業 山口県 山口市鋳銭司５８５４－１

1575 株式会社　美西 建設業 山口県
下松市大字西豊井字能行
200-5

1576 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
1577 株式会社　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

1578 株式会社　ムカエ 建設業 山口県 周南市今住町9-4
1579 株式会社　山広電設 建設業 山口県 宇部市大字末信279
1580 株式会社　リムーブ 建設業 山口県 岩国市平田5-45-6
1581 河崎冷熱電機株式会社 建設業 山口県 下関市生野町2-31-13 http://www.kawarei.co.jp

1582 共同産業株式会社 建設業 山口県 周南市大字髙瀬458
1583 西京産業株式会社 建設業 山口県 山口市江崎3083-6 http://www.k2-homes.com/hp/saikyo55

1584 三栄建設有限会社 建設業 山口県
防府市大字上右田字中迫92
番地

http://www.sun-ey.com

1585 周南システム産業株式会社 建設業 山口県 周南市江口1-1-1 http://www.shunan.co.jp
1586 周南造園株式会社 建設業 山口県 下松市大字切山306-4 http://www.midorino-eki.net

1587
昭和アステック株式会社
岩国営業所

建設業 山口県 岩国市装束町５－７－１０

1588 近本電業株式会社 建設業 山口県 宇部市松山町5-10-27



1589 ナイガイ建装有限会社 建設業 山口県 下関市伊倉本町2-33
1590 内海工業株式会社 建設業 山口県 岩国市装束町5-4-32
1591 中根海運株式会社 建設業 山口県 周南市築港町12-22
1592 日研空調株式会社 建設業 山口県 周南市今宿町3-43 http://www.nikken-air.com

1593 広陽技建株式会社 建設業 山口県 岩国市南岩国町1-16-25 http://www.koyog.jp
1594 豊国電設株式会社 建設業 山口県 周南市港町6-36 http://www.hohkoku.co.jp

1595 ミツヰ工業有限会社 建設業 山口県 防府市鞠生町1-1
1596 宮本工業株式会社 建設業 山口県 宇部市船木14-8
1597 宮本工業有限会社 建設業 山口県 岩国市平田5-45-6
1598 山口防災工業株式会社 建設業 山口県 下関市椋野町3-13-45 http://www.ybk.jp
1599 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
1600 有限会社　伊藤造園 建設業 山口県 山口市宮野下1287-1
1601 有限会社　北浦電工 建設業 山口県 下関市豊浦町大字川棚1589

1602 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

1603 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

1604 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

1605 有限会社　中重工業 建設業 山口県 岩国市廿木５３３
1606 有限会社　富士プラント 建設業 山口県 岩国市南岩国町4-66-14 http://www.fuziplant.com

1607 有限会社　防長修電 建設業 山口県 山口市嘉川1265-6
1608 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
1609 株式会社　山陽電工 建設業 山口県 下関市長府松小田本町15-
1610 三嶋電業株式会社 建設業 山口県 宇部市五十目山町2-1 http://hoinet.com/housing_environment/mishima/index.htm

1611 新興電気工事株式会社 建設業 山口県 宇部市明神町3-6-42
1612 新共建設株式会社 建設業 山口県 宇部市常盤町1-6-37
1613 新光産業株式会社 建設業 山口県 宇部市大字際波1440 http://www.ube-shinko.co.jp

1614 成建工業株式会社 建設業 山口県
宇部市大字西岐波字道徳
5139-7

http://www.seiken-k.com

1615 前村電気工事株式会社 建設業 山口県 宇部市神原町2-8-51 http://www.maemura-denki.co.jp

1616 前田産業株式会社 建設業 山口県 宇部市寿町3-5-23
1617 大谷建設株式会社 建設業 山口県 宇部市助田町7-13 http://www.ootanikensetsu.com

1618 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

1619 株式会社　山本工業 建設業 山口県 防府市勝間3-6-37
1620 成長建設株式会社 建設業 山口県 防府市国衙1-9-13 http://www.seichoo.co.jp

1621 成長機電株式会社 建設業 山口県 防府市国衙1-9-13
1622 松浦技建株式会社 建設業 山口県 山口市小郡上郷3351-5
1623 塩見株式会社 建設業 山口県 防府市佐波2-9-29

1624
有限会社　エスケイ・メンテ
ナンス

建設業 山口県 山口市江崎1014番地 http://www1.ocn.ne.jp/~skmente

1625 秋穂産業株式会社 建設業 山口県 山口市秋穂東5915-52 http://www.aiosangyo.co.jp

1626 中原興業株式会社 建設業 山口県 山陽小野田市新沖3-1-22
1627 有限会社コフク 建設業 山口県 防府市大字佐野198-1
1628 指月建設株式会社 建設業 山口県 萩市椿東上野826-15 http://www.sizuki.co.jp
1629 浅野防災装備株式会社 建設業 山口県 周南市辻野6-15
1630 株式会社　東谷 建設業 山口県 宇部市東見初町1-36 http://ww5.tiki.ne.jp/~higashiya-1

1631 株式会社　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

1632 株式会社　日進建設 建設業 山口県 山口市秋穂東613-1
1633 株式会社　池田建設 建設業 山口県 山口市仁保下郷2926
1634 スギモト建設株式会社 建設業 山口県 柳井市新庄1078-1 http://www.sugimoto-const.co.jp

1635 株式会社クルス 建設業 山口県 宇部市西平原2-9-17 http://www.ube-kurusu.co.jp

1636 有限会社　三戸窯業 建設業 山口県 周南市港町1-46
1637 株式会社クリーンサポート 建設業 山口県 山口県防府氏鐘紡町7番1号 http://cs-q.jp/index.html

1638 ダイテク工業株式会社 建設業 山口県 周南市古泉3-12-15
1639 有限会社　中屋電気 建設業 山口県 萩市大字椿2078-1
1640 富士工業株式会社 建設業 山口県 周南市大字栗屋819-4
1641 御影建設工業株式会社 建設業 山口県 周南市入船町8-3 http://www.mikage-kk.co.jp

1642 株式会社　篠原保険事務所 金融・保険業 山口県 萩市平安古町129-10
1643 株式会社　トラスト 金融・保険業 山口県 岩国市錦見２－９－３６
1644 西京カード株式会社 金融・保険業 山口県 周南市銀南街4番地
1645 西京リース株式会社 金融・保険業 山口県 周南市銀南街4番地
1646 信幸株式会社 金融・保険業 山口県 周南市新宿通2-16 http://www.1st-shinko.jp

1647
株式会社　エス・ケイ・ベン
チャーズ

金融・保険業 山口県 周南市銀南街4番地 http://www.skv.jp/



1648
ＮＰＯ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://lifework.or.jp

1649 学校法人山口県桜ケ丘学 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

1650 株式会社　ＫＡＷＡＳＨＩＮ 教育、学習支援業 山口県 山口市大内矢田６－３ http://kawashin.info/
1651 株式会社　下松自動車学校 教育、学習支援業 山口県 下松市大字切山296-2 http://kudamatsu.e-jikou.com

1652
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 大字際波103-22

1653
株式会社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

1654 谷口パソコン教室 教育、学習支援業 山口県 下関市長府川端2-7-39 http://www.ktpro.jp
1655 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.h3.dion.ne.jp/~tokubi

1656 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

1657 ナイル株式会社 教育、学習支援業 山口県 光市虹ヶ丘2-11-10 http://www.eikoschool.com

1658 年光教材販売有限会社 教育、学習支援業 山口県 周南市大字久米2714-2
1659 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

1660
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
ﾄﾋﾞﾙ2F

http://enjoylife.community.officelive.com

1661
株式会社　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58番地 http://kotods.com

1662 スポーツクラブＮＡＰ 教育、学習支援業 山口県 山口市黒川2307-2 http://spc-nap.co.jp

1663
株式会社　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

1664 石原石油株式会社 卸売・小売業 山口県 下関市筋川町1-6
1665 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2-1-1
1666 株式会社　ＳＡＦＡＲＩ 卸売・小売業 山口県 下松市瑞穂町3-5-1 http://safari-ext.com
1667 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

1668 株式会社　イソナガ 卸売・小売業 山口県 周南市栗屋384
1669 株式会社　インテリアセン 卸売・小売業 山口県 宇部市中野開作185-1 http://www.yume-curtain.jp

1670 株式会社　ウエムラエナ 卸売・小売業 山口県 岩国市平田6-24-18 http://www.ue-energy.co.jp

1671 株式会社　宇部兵間仏閣堂 卸売・小売業 山口県 宇部市厚南区中野開作241- http://www.ubehyoma.jp/

1672 株式会社　エー・エム・エス 卸売・小売業 山口県 宇部市大字中山1122-3
1673 株式会社　きふね薬局 卸売・小売業 山口県 下関市貴船町2-3-19
1674 株式会社　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

1675 株式会社　功栄商工 卸売・小売業 山口県 下関市伊倉東町4-23

1676
株式会社　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

1677 株式会社　三知 卸売・小売業 山口県 光市虹ヶ浜3-4-8 http://www.sanchi.co.jp
1678 株式会社　山陽機械セン 卸売・小売業 山口県 下松市東海岸通り1-18 http://www.sanyo-co.jp
1679 株式会社　山陽トーイ 卸売・小売業 山口県 柳井市南町2-5-17 http://34101.co.jp
1680 株式会社　ジュエルセブン 卸売・小売業 山口県 下関市彦島本村町5-2-10 http://www.jewel7.co.jp
1681 株式会社　白石木材店 卸売・小売業 山口県 岩国市柱野１６６７－３
1682 株式会社　大洋薬品山口 卸売・小売業 山口県 光市浅江5-16-11 http://www.kvision.ne.jp/~kvn1978101

1683 株式会社　中央フード 卸売・小売業 山口県 岩国市今津町１－４－８ http://www.chuo-food.co.jp

1684 株式会社　唐下水産 卸売・小売業 山口県 宇部市港町2-5263-10
1685 株式会社　ナガミ 卸売・小売業 山口県 周南市西松原1-44-2 http://nagami.co.jp
1686 株式会社　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

1687 株式会社　ニシカワ 卸売・小売業 山口県 岩国市麻里布町4-16-7

1688
株式会社　ニシモト・エネル
ギー・サプライ

卸売・小売業 山口県 岩国市麻里布町７－３－５ http://www.the-nes.co.jp

1689 株式会社　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

1690 株式会社　ひまわり 卸売・小売業 山口県 下関市一の宮卸本町3-30
1691 株式会社　ヒロスイ 卸売・小売業 山口県 周南市櫛ヶ浜南浜242-96
1692 株式会社　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
1693 株式会社　藤本商店 卸売・小売業 山口県 下関市一の宮町1-9-15

1694
株式会社　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

1695 株式会社　丸吉商店 卸売・小売業 山口県 岩国市三笠町3-3-7 http://maruyoshi-co.jp
1696 株式会社　メイク機材 卸売・小売業 山口県 下関市生野町2-28-16
1697 株式会社　守田家具 卸売・小売業 山口県 光市島田3-11-47
1698 株式会社　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

1699
株式会社　ヤタベ　タイヤ館
下関

卸売・小売業 山口県 下関市大坪本町36-1

1700
株式会社　やなぎだ（総ギフ
ト万栄）

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



1701 株式会社　山口メディカル 卸売・小売業 山口県 防府市大字富海2520
1702 株式会社　ワイケイ企画 卸売・小売業 山口県 下関市生野町2-31-13
1703 株式会社　ワイネット 卸売・小売業 山口県 宇部市大字中野開作371
1704 株式会社オートパーツ幸城 卸売・小売業 山口県 宇部市大字妻崎開作７７６－ http://ap-kojo.com
1705 株式会社オクタニ 卸売・小売業 山口県 宇部市西平原４－２－１８ http://okutani.co.jp/
1706 クルージングオート株式会 卸売・小売業 山口県 下松市望町1-15-17
1707 コーエー株式会社 卸売・小売業 山口県 下関市一の宮卸本町3-11 http://www.koei-paper.jp

1708 近藤商事株式会社 卸売・小売業 山口県 下松市大字西豊井1404-5 http://www.kondou-shoji.co.jp

1709 紺箭銃砲火薬株式会社 卸売・小売業 山口県 下関市上田中町1-18-12
1710 サンテレコム株式会社 卸売・小売業 山口県 下関市宝町1-6
1711 下関唐戸魚市場株式会社 卸売・小売業 山口県 下関市彦島西山町4-11-39 http://www.karato.jp
1712 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
1713 昭栄石油株式会社 卸売・小売業 山口県 下関市一の宮町4-5-8

1714 セキュラ株式会社 卸売・小売業 山口県
下関市大和町1-2-8山口県
貿易ﾋﾞﾙ3F

http://www.seqra.com

1715 宝測機株式会社 卸売・小売業 山口県 周南市土越6750-3 http://www.takarasokki.co.jp

1716 トキワ株式会社 卸売・小売業 山口県 宇部市新天町1-2-14
1717 桧山事務器株式会社 卸売・小売業 山口県 岩国市今津町1-7-16 http://www.hiyamajk.co.jp

1718 富士事務器株式会社 卸売・小売業 山口県 周南市みなみ銀座2-28
1719 フラワースリッパ株式会社 卸売・小売業 山口県 防府市上右田329-2 http://www.y-brand.com

1720 山口ヤクルト販売株式会社 卸売・小売業 山口県 下関市綾羅木新町4-3-15

1721 有限会社　イートハーブ 卸売・小売業 山口県
岩国市尾津町1-6-31享栄ビ
ル101

http://www.eatherb.jp

1722 有限会社　池本食品 卸売・小売業 山口県 岩国市三笠町3-9-7 http://www.ikemoto-shokuhin.com

1723 有限会社　魚宗 卸売・小売業 山口県 宇部市中央町3-7-9
1724 有限会社　オグラタイヤ 卸売・小売業 山口県 岩国市昭和町３－２－５
1725 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

1726 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

1727 有限会社　本瀬商会 卸売・小売業 山口県 宇部市大字妻崎開作87-7 http://www.honse.co.jp
1728 有限会社　吉田調剤薬局 卸売・小売業 山口県 下関市王司本町1-17-21

1729
有限会社　ワイ・エム・シー・
インフォメーション

卸売・小売業 山口県 光市中央5-4-8

1730 吉田商事株式会社 卸売・小売業 山口県 美祢市美東町真名454-1

1731
前田機工株式会社 宇部営
業所

卸売・小売業 山口県
宇部市大字東須恵中野716-
1

http://www.maedakiko.com

1732 株式会社　菱電 卸売・小売業 山口県 防府市浜方272-11 http://www.e-ryo.com
1733 山口ヤクルト販売株式会社 卸売・小売業 山口県 山口市小郡黄金町14-7 http://yamaguchi-yakult.co.jp

1734 株式会社　タケシタ 卸売・小売業 山口県 萩市平安古町562-5
1735 トラストウェイ株式会社 卸売・小売業 山口県 山口市江崎2978-1 http://e-duskin.jp
1736 はまの宝石株式会社 卸売・小売業 山口県 下関市観音崎町12-7
1737 長門自動車株式会社 卸売・小売業 山口県 宇部市若松町6-1

1738
有限会社　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番地

1739 福永商事株式会社 卸売・小売業 山口県 宇部市浜町2-12-4 http://www.kk-fukunaga.co.jp

1740 株式会社　タバタ 卸売・小売業 山口県 宇部市大字妻崎開作793-5 http://www.kk-tabata.co.jp

1741 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
1742 株式会社　福知商会 卸売・小売業 山口県 下松市葉山1-819-28
1743 有限会社　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

1744
株式会社　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/

1745 勝野自動車株式会社 卸売・小売業 山口県 下関市汐入町4-3
1746 株式会社　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/

1747 マルオ有限会社 卸売・小売業 山口県 萩市大字明木3510-1 http://ameblo.jp/car-maruo/

1748 高山エネルギー株式会社 卸売・小売業 山口県 下松市大字平田111-1 http://www.takayamasekiyu.co.jp

1749 有限会社　スギタニ 卸売・小売業 山口県 周南市西松原4-3-23
1750 トヨタカローラ山口株式会社 卸売・小売業 山口県 周南市新地1-6-1 http://www.corolla-yamaguchi.com

1751 株式会社　ブンシジャパン 卸売・小売業 山口県 周南市清水2-3-7 http://www.bunshi.co.jp
1752 有限会社　髙橋材木店 卸売・小売業 山口県 防府市開出本町15-22
1753 株式会社　ジュエル森脇 卸売・小売業 山口県 岩国市麻里布町2-3-4 http://www.jewel-moriwaki.co.jp/

1754 株式会社　ホンダコミカ 卸売・小売業 山口県 下関市宝町5-5
1755 ＴＫサービス株式会社 運輸業 山口県 宇部市大字小串1978-25

1756
池田興業株式会社　岩国支
店

運輸業 山口県 岩国市日の出町２ http://www.ikeda-kogyo.co.jp

1757 宇部興産海運株式会社 運輸業 山口県 宇部市港町1-5-5 http://www.ube-ind.co.jp



1758 宇部構内タクシー株式会社 運輸業 山口県 宇部市明神町3-1-29 http://www1a.biglobe.ne.jp/ubekonai

1759 大島貨物株式会社 運輸業 山口県 柳井市南浜4-3-3
1760 金子運輸株式会社 運輸業 山口県 宇部市大字善和207-14
1761 株式会社　タイナカ運送 運輸業 山口県 柳井市南浜4-2-1

1762
株式会社　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

1763 株式会社　光運送 運輸業 山口県 光市三井8-7-11
1764 株式会社　ライフネット 運輸業 山口県 下関市一の宮卸本町3-8

1765 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://transport.kichinan.net

1766 周南近鉄タクシー株式会社 運輸業 山口県 周南市東山町1718 http://www.s-kintaku.co.jp

1767 新興運輸株式会社 運輸業 山口県 周南市栄町2-31
1768 静峰興産株式会社 運輸業 山口県 周南市中央町2-3 http://www.seiho-net.com

1769
第一交通株式会社　西松原
営業所

運輸業 山口県 周南市西松原4-2-4

1770 徳山海陸運送株式会社 運輸業 山口県 周南市築港町2-18 http://www.t-kairiku.co.jp

1771 野田重工運輸倉庫株式会 運輸業 山口県 下松市生野屋南1-3-1
1772 防長交通株式会社 運輸業 山口県 周南市松保町7-9 http://www.bochobus.co.jp

1773 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://sasakikogyo.net

1774
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

1775 有限会社　防府サービス運 運輸業 山口県 防府市大字植松1355-1
1776 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

1777 新川物流株式会社 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

1778 有限会社　山野タクシー 運輸業 山口県 山口市朝倉町2-3 http://yamataku.in
1779 山口交通株式会社 運輸業 山口県 山口市大内長野字小原 http://yamataku.in
1780 日の丸タクシー株式会社 運輸業 山口県 防府市大字浜方字古浜55番 http://hofu-hinomarutaxi.com

1781 株式会社　協同 運輸業 山口県 山口市秋穂東6867-1 http://www.kumiai.co.jp
1782 株式会社　京瀧 運輸業 山口県 周南市川手2-10-18 http://kyotaki.co.jp
1783 三浦運輸株式会社 運輸業 山口県 周南市浜田1-8-33
1784 下関山電タクシー株式会社 運輸業 山口県 下関市椋野町3-6-2
1785 株式会社　宇部貨物 運輸業 山口県 宇部市大字善和176-11 http://www.ubekamotu.com/

1786 株式会社　イコーズ 運輸業 山口県 周南市御幸通2-12 http://www.ikous.co.jp
1787 メトロ交通株式会社 運輸業 山口県 下松市楠木町2-6-6
1788 株式会社　ｃｏｃｏＬＡＮＤ 飲食店、宿泊業 山口県 宇部市上宇部黒岩75 http://www.cocoland.co.jp

1789 株式会社　いちやなぎ 飲食店、宿泊業 山口県 山口市旭通り2-10-23 http://www.ichi-yanagi.jp

1790 株式会社　河長 飲食店、宿泊業 山口県 宇部市中央町1-6-10

1791
株式会社　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

1792 株式会社　中谷 飲食店、宿泊業 山口県 防府市中央町5-25 http://www.nakatani-1.co.jp

1793
株式会社　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

1794 株式会社ザ・グラマシー 飲食店、宿泊業 山口県 周南市桜馬場通り3-16

1795
ティアールケイ不動産株式
会社

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

1796
中谷ホールディングス株式
会社

飲食店、宿泊業 山口県
玖珂郡和木町和木５－８－３
７

http://www.manaitanooto.co.jp

1797
ナチュラルグリーンリゾート
株式会社

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

1798 パスタのプーさん 飲食店、宿泊業 山口県 山口市大内御堀2869-3 http://www.pasta-no-poohsan.jimdo.com

1799 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

1800
有限会社　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

1801
株式会社　山口グランドホ
テル

飲食店、宿泊業 山口県 山口市小郡黄金町1-1 http://www.ygh.co.jp

1802 株式会社　湯田かめ福 飲食店、宿泊業 山口県 山口市湯田温泉4-5-2 http://www.kamefuku.com

1803 株式会社　有楽 飲食店、宿泊業 山口県 周南市有楽町5番地

1804
有限会社　湊家　ビジネス
ホテル湊家

飲食店、宿泊業 山口県 周南市入船町1-29

1805 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
1806 ＮＰＯ法人　アイムウェルネ 医療、福祉 山口県 岩国市南岩国町１－１８－２０
1807 ＮＰＯ法人　いろりの家 医療、福祉 山口県 岩国市由宇町神東１６０３－３
1808 医療法人　相川医院 医療、福祉 山口県 山口市鋳銭司5964-1 http://www.aikawaiin.or.jp



1809 医療法人　松永会　松永医 医療、福祉 山口県 下関市長府中浜町2-5 http://www.amita.ne.jp/matsunaga

1810 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
1811 大平有限会社 医療、福祉 山口県 柳井市中央１－８－１ http://www15.ocn.ne.jp/~mominoki

1812 株式会社　東 医療、福祉 山口県 下関市彦島向井町2-10-36
1813 株式会社　オアシス 医療、福祉 山口県 下関市生野町2-23-3
1814 株式会社　介援 医療、福祉 山口県 下関市秋根本町2-10-14
1815 株式会社　ネクスト 医療、福祉 山口県 下関市吉母町610
1816 株式会社　みやび 医療、福祉 山口県 下関市新椋野2-4-5
1817 株式会社　ルナー 医療、福祉 山口県 下関市吉見古宿町6-15

1818
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

1819 合同会社　有歩道 医療、福祉 山口県 下関市本町4-14-13
1820 社会医療法人　同仁会 医療、福祉 山口県 下松市生野屋南1-10-1 http://shunan-kinen.jp

1821
社会福祉法人　施福会　特
別養護老人ホーム　たぶせ

医療、福祉 山口県 熊毛郡田布施町宿井４０６

1822
社会福祉法人　同朋福祉会
みのり園

医療、福祉 山口県 美祢市於福町上4017-1 http://f-doho.com/?page_id=39

1823 社会福祉法人　むべの里 医療、福祉 山口県 宇部市大字東須恵 http://www.mubenosato.com

1824
社会福祉法人　やまばと会
員光園

医療、福祉 山口県
下関市大字員光字流河原
1544

1825 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-
1826 社会福祉法人　緑樹会 医療、福祉 山口県 下関市王喜本町6-1-12

1827
特定非営利活動法人　さく
らんぼ

医療、福祉 山口県 下関市長府中土居北町6-18

1828
特定非営利活動法人　デイ
サービス豆たん

医療、福祉 山口県 下関市大字内日下1028-2

1829
特別養護老人ホーム　ほし
のさと

医療、福祉 山口県 下松市生野屋南1-13-1 http://www.hoshinosato.jp

1830 稗田リハビリデイサービス 医療、福祉 山口県 下関市稗田北町10-27
1831 有限会社　愛の里 医療、福祉 山口県 防府市大字佐野1251-1
1832 有限会社　あすなろ薬局 医療、福祉 山口県 下関市小月茶屋町2-1-18

1833
有限会社　岩国メディカル
サポート

医療、福祉 山口県
岩国市南岩国町４－５９－５
－１

http://www.sansikai.com/ims/

1834 有限会社　サクラ介護事業 医療、福祉 山口県 山口市三の宮２－２－１０ http://sakura-kj.jp/
1835 有限会社　スリーエス山口 医療、福祉 山口県 岩国市南岩国町1-17-31
1836 有限会社　太平薬品 医療、福祉 山口県 下関市上新地町2-2-7
1837 有限会社　ホームケア彦島 医療、福祉 山口県 下関市彦島弟子侍東町8-1
1838 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
1839 株式会社　オニツカ 医療、福祉 山口県 下関市伊倉新町4-3-14
1840 株式会社　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

1841
有限会社　アムズ　安夢住
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

1842 社会福祉法人　ひとつの会 医療、福祉 山口県 防府市大字佐野152-1 http://hitotsunokai.jp
1843 株式会社　ピーエー 医療、福祉 山口県 防府市警固町1-6-42

1844
社会福祉法人　暁会　養護
老人ホーム　やはず苑

医療、福祉 山口県 防府市大字江泊1790番地

1845
特別養護老人ホーム　フェ
ニックス

医療、福祉 山口県 下関市大字小野64-1 http://www.akatsukikai.com

1846 ティーワス株式会社 医療、福祉 山口県 下関市彦島本村町2-1-9 http://www.twas.jp
1847 豊関介護サービス株式会 医療、福祉 山口県 下関市山の田中央町5-1

1848
有限会社　ゴールデン・エイ
ジ・サービス

医療、福祉 山口県 下関市武久町1-39-6

1849 社会福祉法人　松涛会 医療、福祉 山口県 下関市横野町3-15-10 http://www.syoutoukai.or.jp/

1850 エポックワン有限会社 医療、福祉 山口県 周南市城ヶ丘3-1-33 http://www.epochone.jp

1851
有限会社　オールライフサ
ポート・生きいき

医療、福祉 山口県 防府市国衙5-9-27

1852
医療法人社団生和会　周南
リハビリ元気村

医療、福祉 山口県 周南市大字湯野27番地 http://www.genkimura-sa.jp

1853
特定非営利活動法人　きら
ら山口福祉の会

医療、福祉 山口県 山口市秋穂二島327-44 http://www.kiraraen.jp/

1854
株式会社　山陽グローバル
パートナーズ

医療、福祉 山口県 周南市小松原1233-3 http://sgpnet.co.jp

1855
株式会社　メガパワージャ
パン

農業・林業 山口県 周南市大字鹿野上2924-1



1856 ＡＭＯＵＲ
専門・技術サービ
ス業

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

1857 秋山公認会計士事務所
専門・技術サービ
ス業

山口県 周南市本町1-20 http://www.kaikei-home.com/akiyama-kaikei

1858 オーエスプランニング
専門・技術サービ
ス業

山口県 岩国市昭和町2-2-10 http://osplan.jp

1859 株式会社　Ｍｅｌｉｓｓａ
専門・技術サービ
ス業

山口県 山口市黒川2550-5 http://melissa-yamaguchi.jp

1860 株式会社　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

1861
株式会社　エヌティ―エー
旅行

専門・技術サービ
ス業

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

1862 株式会社　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

1863
株式会社　人事情報システ
ム

専門・技術サービ
ス業

山口県
山口市矢原1455-1 ﾌﾟﾗﾝﾄﾞｰﾙ
矢原ﾋﾞﾙ6F

http://www.ylmo.com

1864
株式会社　テイケイエンジ
ニアリング

専門・技術サービ
ス業

山口県 下関市豊浦町川棚7274-2 http://www.teikei.e-const.jp

1865 株式会社　二光
専門・技術サービ
ス業

山口県 防府市開出西町2-20

1866 協同重機有限会社
専門・技術サービ
ス業

山口県 防府市下右田685-6 http://www.k-juki.net

1867 サンデン広告株式会社
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

1868 社会福祉法人　恒和会
専門・技術サービ
ス業

山口県 柳井市伊保庄字近長浜1-4 http://www.yuwaen.net

1869 周南プラウト株式会社
専門・技術サービ
ス業

山口県 周南市大字久米１０７０－２５

1870 徳山システム有限会社
専門・技術サービ
ス業

山口県 周南市江の宮町7-5

1871 日進工業株式会社
専門・技術サービ
ス業

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

1872 有限会社　アオイ
専門・技術サービ
ス業

山口県
光市浅江2400山口県ｿﾌﾄｳｪｱ
ｾﾝﾀｰ2F

http://www.pcschoolaoi.com

1873 有限会社　井上広美社
専門・技術サービ
ス業

山口県 宇部市東新川町6-7

1874 有限会社　すぎおか工房
専門・技術サービ
ス業

山口県 岩国市今津町１－５－７ http://www.sugioka-k.com/

1875
有限会社　和建築設計事務
所

専門・技術サービ
ス業

山口県 防府市佐波1-6-21-102 http://www.kazujimu.com

1876 株式会社　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

1877
株式会社　クラカズコミュニ
ケーションズ

専門・技術サービ
ス業

山口県 防府市下右田1022-2 http://kurakazu.com

1878 株式会社　カンダ
専門・技術サービ
ス業

山口県 防府市宮市町10-52

1879 神田義満
専門・技術サービ
ス業

山口県 防府市宮市町10-52

1880 有限会社　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

1881
有限会社　ライフクリエー
ション

専門・技術サービ
ス業

山口県 山口市江崎2525-2

1882
株式会社　アースプランニ
ング

専門・技術サービ
ス業

山口県 山口市中央5-15-13-6103

1883 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

1884
有限会社　齊藤電子計算セ
ンター

専門・技術サービ
ス業

山口県
萩市大字土原字川島沖田
488-3土原歯科医院2F

1885 有限会社　乗川地研
専門・技術サービ
ス業

山口県 周南市若宮町1-20

1886 中国水工株式会社
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/

1887 宇部興産開発株式会社
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/



1888 株式会社　アズバード
生活関連サービ
ス・娯楽業

山口県
岩国市今津町1-8-21ｱｻﾋﾋﾞﾙ
503

http://highland-faiis.1976@docomo.ne.jp

1889 株式会社　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

1890 興亜レジャー開発株式会社
生活関連サービ
ス・娯楽業

山口県
玖珂郡和木町瀬田蜂ヶ峯
424-3

http://www.wakigolf.co.jp

1891
合同会社　ＡＢサポート　メ
ンズヘア―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

1892
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

1893
下関管材株式会社　エステ
部

生活関連サービ
ス・娯楽業

山口県 下関市生野町2-31-4

1894 毎日興業株式会社
生活関連サービ
ス・娯楽業

山口県 周南市銀南街49

1895 有限会社　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　1F http://akahori.hp-ez.com

1896 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://numa.main.jp

1897
有限会社　ビューティ・サロ
ンシスター

生活関連サービ
ス・娯楽業

山口県 宇部市文京町6-22

1898
有限会社　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

1899 プリンセス・オブ・ヴェール
生活関連サービ
ス・娯楽業

山口県
宇部市上宇部黒岩75(ココラ
ンド山口宇部内）

1900 有限会社　トレキュート
生活関連サービ
ス・娯楽業

山口県 宇部市西琴芝1-5-28

1901 有限会社　周防
生活関連サービ
ス・娯楽業

山口県 防府市岸津2-29-3

1902
鳳興産株式会社レークスワ
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

1903 有限会社　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

1904 有限会社　イケダ
生活関連サービ
ス・娯楽業

山口県
山口市仁保下郷2926 ㈱池田
建設内

http://www.netcafe-aqua.com

1905 株式会社　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.toishi.co.jp

1906 有限会社　向西社
生活関連サービ
ス・娯楽業

山口県 下松市南花岡6-10-1 http://www.kouseikaikan.jp

1907 つちや産業株式会社
生活関連サービ
ス・娯楽業

山口県 山口市泉町9-1 http://www.kamefuku.com/group/groupc.html

1908
つちや産業株式会社　温泉
の森

生活関連サービ
ス・娯楽業

山口県 山口市湯田温泉4-7-17 http://www.kamefuku.com/group/groupb.html

1909
つちや産業株式会社　湯田
カントリー倶楽部

生活関連サービ
ス・娯楽業

山口県 山口市吉敷上東1-13-1 http://www.kamefuku.com/yudacc/

1910 有限会社　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

1911 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

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

1912 宇部商工会議所
サービス業（他に
分類されないも

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

1913 宇部第一交通株式会社
サービス業（他に
分類されないも

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

1914 エーアイシー株式会社
サービス業（他に
分類されないも

山口県
周南市大字馬神字松川854-
1

1915
カーコンビニ倶楽部　有限
会社　関門自工

サービス業（他に
分類されないも

山口県 下関市幡生宮の下町6-11

1916 株式会社　ＨＲＳ
サービス業（他に
分類されないも

山口県 周南市周陽2-2-6 http://www.hrsnet.jp

1917 株式会社　ＳＥＳ
サービス業（他に
分類されないも

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

1918 株式会社　エーシーケイ
サービス業（他に
分類されないも

山口県 宇部市西梶返2-2-5

1919 株式会社　エコプラン
サービス業（他に
分類されないも

山口県 下関市綾羅木本町7-17-13 http://ecoplan21.net



1920 株式会社　ぎじろくセンター
サービス業（他に
分類されないも

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

1921
株式会社　協和自動車整備
工場

サービス業（他に
分類されないも

山口県
防府市大字江泊字沖田
1857-1

1922 株式会社　クリーンアシスト
サービス業（他に
分類されないも

山口県 山口市湯田温泉2-5-18

1923 株式会社　ケーアンドエム
サービス業（他に
分類されないも

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

1924 株式会社　国際
サービス業（他に
分類されないも

山口県 宇部市恩田5-12-27

1925 株式会社　西京総研
サービス業（他に
分類されないも

山口県 周南市周陽2-2-6 http://www.sksouken.jp

1926 株式会社　下関大清社
サービス業（他に
分類されないも

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

1927 株式会社　タニダ警備保障
サービス業（他に
分類されないも

山口県 周南市大字大河内700-349

1928 株式会社　中央サービス
サービス業（他に
分類されないも

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

1929 株式会社　トモタ
サービス業（他に
分類されないも

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

1930 株式会社　白清社
サービス業（他に
分類されないも

山口県
宇部市大字東岐波字大石
1697

http://www.ube-hakuseisya.com

1931
株式会社　フクダ　ケアビ
レッジ防府岩畠

サービス業（他に
分類されないも

山口県 防府市岩畠2-8-36 http://carefukuda.ohuda.com

1932 株式会社　ぷらねっと
サービス業（他に
分類されないも

山口県 周南市築港町2-10 http://www.pla-net.jp

1933 株式会社　防長トラベル
サービス業（他に
分類されないも

山口県 周南市有楽町23 http://www.bochotravel.co.jp

1934
株式会社　三ツ輪モーター
ス

サービス業（他に
分類されないも

山口県 宇部市東梶返4-7-20

1935 株式会社　優美
サービス業（他に
分類されないも

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

1936 株式会社　ラドル
サービス業（他に
分類されないも

山口県 周南市毛利町3-40

1937 クボタ工芸株式会社
サービス業（他に
分類されないも

山口県 宇部市明神町２－３－７

1938 合資会社　北坂会計事務所
サービス業（他に
分類されないも

山口県 宇部市新町９－２４ http://www.kitasaka.jp/

1939 サマンサジャパン株式会社
サービス業（他に
分類されないも

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

1940 山陽リース株式会社
サービス業（他に
分類されないも

山口県 下松市東海岸通り1-18 http://www.sanyo-co.jp

1941 シーモール商事株式会社
サービス業（他に
分類されないも

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

1942 司法書士法人　みらい
サービス業（他に
分類されないも

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

1943 下関ビルサービス株式会社
サービス業（他に
分類されないも

山口県 下関市上田中町1-9-3

1944 周防ビル管理株式会社
サービス業（他に
分類されないも

山口県 下松市大手町3-1-3

1945
ソワン・ドゥ・ボーテ株式会
社

サービス業（他に
分類されないも

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

1946 東洋ボデー株式会社
サービス業（他に
分類されないも

山口県 周南市大字粟屋786-8

1947 有限会社　Ｂ・Ｅ
サービス業（他に
分類されないも

山口県 下関市秋根西町2-4-3-202 http://www.b-essence.com

1948
有限会社　アーティマックス
ジャパン

サービス業（他に
分類されないも

山口県 周南市中央町2-3

1949 有限会社　アレイカンパニィ
サービス業（他に
分類されないも

山口県 岩国市麻里布町2-5-9 http://www.justmystage.com/home/lotz

1950 有限会社　エヌ・アルファ
サービス業（他に
分類されないも

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

1951
有限会社　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

山口県 下松市大字平田550番地1 http://www.cs-hirata.co.jp



1952 有限会社　セキタ
サービス業（他に
分類されないも

山口県 下関市長府侍町2-4-8

1953 有限会社　セキュネット
サービス業（他に
分類されないも

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

1954 株式会社　ハッタ商事
サービス業（他に
分類されないも

山口県 下関市彦島本村町4-9-1

1955 山口管財株式会社
サービス業（他に
分類されないも

山口県
宇部市大字東岐波道田
1379-1

http://www6.ocn.ne.jp/~ykc/

1956 山口保安工業有限会社
サービス業（他に
分類されないも

山口県
山陽小野田市大字厚狭沖田
3-10

1957 小野田第一交通株式会社
サービス業（他に
分類されないも

山口県
山陽小野田市日の出1-10-
18

http://www.y-daiichi.co.jp/onoda.html

1958 美祢第一交通有限会社
サービス業（他に
分類されないも

山口県
美祢市大嶺町東分前田417-
1

http://www.y-daiichi.co.jp/mine.html

1959 有限会社　ティー・ゾーン
サービス業（他に
分類されないも

山口県 山口市鋳銭司5710-4 http://www.ad-tzone.co.jp

1960 株式会社　こすもす
サービス業（他に
分類されないも

山口県 山口市朝倉町2-3 http://www.cosmosfuneral.co.jp

1961 株式会社　アブロード
サービス業（他に
分類されないも

山口県 山口市江崎2212-1 http://abroad-net.co.jp

1962 光環境整備株式会社
サービス業（他に
分類されないも

山口県 光市浅江7-15-10

1963 岡田産業株式会社
サービス業（他に
分類されないも

山口県 周南市築港町10-10

1964 中国警備保障株式会社
サービス業（他に
分類されないも

山口県 宇部市大字川上208-2

1965 木下税理士事務所
サービス業（他に
分類されないも

山口県 宇部市明治町1-8-11 http://www.kinonet.co.jp

1966 モラル産業有限会社
サービス業（他に
分類されないも

山口県 防府市大字佐野198-1

1967
株式会社　徳山オイルク
リーンセンター

サービス業（他に
分類されないも

山口県 周南市晴海町7-21 http://www.oilclean.jp

1968 株式会社　タダオ
サービス業（他に
分類されないも

山口県 周南市浜田1-6-3 http://www.tadao.co.jp

1969
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

山口県 下関市垢田町1-22-20

1970 株式会社　三宅商事
サービス業（他に
分類されないも

山口県 山口市旭通り2-1-34 http://www.k-miyake.co.jp

1971 二光自動車工業株式会社
サービス業（他に
分類されないも

山口県 山口市維新公園3-9-7

1972
株式会社　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

山口県 周南市一番町4177番地 http://kryss.jp

1973 光商工会議所
サービス業（他に
分類されないも

山口県 光市島田4-14-15 http://www.hikari-cci.jp/

1974 周南水処理株式会社 卸売・小売業 山口県
周南市築港町6-10 第1銀座
ビル2F

http://shunan-mizusyori.jp

1975 山田石油サービス株式会 卸売・小売業 山口県 周南市河東町2-19 http://www.yamadaoil.co.jp/service/index.html


