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

1
サイクルショップ　フク
ハマ

卸売・小売業 鳥取県 鳥取市瓦町623 http://www.cs-fukuhama.com/

2
株式会社　山陰政経研究
所

情報通信業 鳥取県
鳥取市千代水4-18丸信ビ
ル3F

http://www.seikeireport.co.jp/

3 有限会社　北村きのこ園 製造業 鳥取県
鳥取県八頭郡八頭町下野
794

http://www.kinoko.co.jp

4 株式会社キャルコン
専門・技術サー
ビス業

鳥取県 米子市米原5-10-20

5 カットインプレシュー
生活関連サービ
ス・娯楽業

鳥取県 米子市西福原6-19-35

6 ㈱ロッカビアンカ 医療・福祉 鳥取県 米子市西福原6-18-11

7 KAGEYAMA 建設業 鳥取県
鳥取県西伯郡日吉津村日
吉津95-1

http://office-kageyama.net/

8 オフィス　フロックス
専門・技術サー
ビス業

鳥取県 鳥取県倉吉市福庭1-159-1

9 有限会社　セイク設計
専門・技術サー
ビス業

鳥取県
鳥取県東伯郡琴浦町徳万
168-22

10 株式会社　万事屋 建設業 鳥取県 鳥取市吉方145-3
11 株式会社RED WING JAPAN 製造業 鳥取県 米子市中島2-3-34 http://www.redwingjapan.com/

12 株式会社ラフデッサン
専門・技術サー
ビス業

鳥取県 米子市加茂町2-112　1F http://www.laugh-dessin.com/

13 AphrodiaN
生活関連サービ
ス・娯楽業

鳥取県 米子市上福原7-11-25 http://www.aphrodian.com

14 ほくしん株式会社 不動産業 鳥取県
鳥取市湖山町北2丁目303-
1

http://web-hokushin.jp/

15
有限会社　グリーンコー
ム

建設業 鳥取県
鳥取県八頭郡智頭町智頭
2668-1

16
株式会社　エコファイン
鳥取

建設業 鳥取県
鳥取県八頭郡智頭町智頭
2668-1

17 株式会社　林兼太郎商店 卸売・小売業 鳥取県 鳥取市湖山町東5-374-1 http://hayashi-kentaro.co.jp/

18
有限会社　三浅あみもの
センター

製造業 鳥取県
鳥取県八頭郡八頭町久能
寺896-33

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

19 光リフテック有限会社
サービス業（他
に分類されない
もの）

鳥取県 鳥取市千代水2-27 http://rifutekku.com

20 日新工業有限会社 建設業 鳥取県 鳥取市千代水1-73 http://www.nissin-k.net/

21 株式会社　アサヒメッキ 製造業 鳥取県 鳥取市南栄町1 http://www.asahimekki.jp

22
ＣＲＥＡ　ＨＡＩＲ　Ｍ
ＡＫＥ

生活関連サービ
ス・娯楽業

鳥取県 鳥取市湖山町東2-160 http://www.ee-crea.com

23
特定非営利活動法人　気
多の櫂

医療、福祉 鳥取県 鳥取市気高町浜村780-2

24 株式会社　　矢谷印刷所 製造業 鳥取県 鳥取市幸町96 http://yatani-pr.com

25 有限会社　　アレンジ
専門・技術サー
ビス業

鳥取県 鳥取市南栄町63-14

26
学校法人　イナバ自動車
学校

教育、学習支援
業

鳥取県 鳥取市里仁97-1 http://www.inaba.ac.jp

27
有限会社　　スイコー商
会

卸売・小売業 鳥取県 倉吉市宮川町159-4 http://www.suikoweb.co.jp
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28
株式会社　　モリックス
ジャパン

情報通信業 鳥取県 鳥取市商栄町203-6 www.morrix.co.jp/

29 山陰警備保障株式会社
サービス業（他
に分類されない
もの）

鳥取県 鳥取市南安長1-1-2

30
有限会社　　仕出し料理
やまもと

製造業 鳥取県 鳥取市千代水1-72 http://www.shidashi-yamamoto.com/

31 こおげ建設株式会社 建設業 鳥取県
鳥取県八頭郡八頭町宮谷
200-2

32 株式会社　アクシス 情報通信業 鳥取県
鳥取県八頭郡八頭町郡家
77

www.t-axis.co.jp

33
学校法人鳥取県東部自動
車学校

教育、学習支援
業

鳥取県 鳥取市松並町3-122 www.tds.ac.jp

34
株式会社　人形のはなふ
さ

卸売・小売業 鳥取県 鳥取市湖山町東3-1 www.n-hanafusa.co.jp/

35
ｻﾝﾖｰｸﾞﾙｰﾌﾟ株式会社　セ
ツ

生活関連サービ
ス・娯楽業

鳥取県 鳥取市商栄町251-8 www.sanyo.gr.jp

36 山陰松島遊覧株式会社
生活関連サービ
ス・娯楽業

鳥取県
鳥取県岩美郡岩美町大谷
2182-12

37
ウッドファクトリー株式
会社

製造業 鳥取県 鳥取市国府町糸谷16-16

38
株式会社　メモワールイ
ナバ

サービス業（他
に分類されない
もの）

鳥取県 鳥取市服部15-3

39 株式会社　中村商店 製造業 鳥取県 鳥取市賀露町西4-1803-3 www.matubagani.com

40 雪松造園 建設業 鳥取県
鳥取県岩美郡岩美町大谷
1871-1

41 若桜木材協同組合 製造業 鳥取県
鳥取県八頭郡若桜町若桜
1344-1

42 Ｒｕｆａｓ
生活関連サービ
ス・娯楽業

鳥取県 鳥取市雲山137-65

43
株式会社　エステートセ
ンター

不動産業 鳥取県 鳥取市南吉方1-114-3 www.estate-center.co.jp

44 株式会社　ヤマネ機材 卸売・小売業 鳥取県 鳥取市千代水3-50
45 株式会社　エスマート 卸売・小売業 鳥取県 鳥取市湖山町北3-303

46
株式会社　ナレッジサ
ポート

教育、学習支援
業

鳥取県
鳥取市湖山町東5-206花木
ﾋﾞﾙ3F

47 有限会社　ヨコイ 飲食店、宿泊業 鳥取県 鳥取市南吉方3-507-4

48 有限会社　林オート
サービス業（他
に分類されない
もの）

鳥取県 鳥取市湖山町東4-112

49 ちゃれきんぐ株式会社
教育、学習支援
業

鳥取県 鳥取市田島659 www.kodomo-sports.com

50
有限会社　石野石材工業
所

卸売・小売業 鳥取県 鳥取市南吉方1-110-2 www.ishinosekizai.co.jp

51 株式会社　三和木材市場 卸売・小売業 鳥取県 鳥取市行徳2-102

52 有限会社　ふかた 製造業 鳥取県
鳥取県八頭郡八頭町石田
百井62-14

53 株式会社　ガレージゼロ 卸売・小売業 鳥取県 鳥取市覚寺48-4
54 有限会社　毛利商店 建設業 鳥取県 鳥取市湖山町北2-787
55 エム精工 製造業 鳥取県 鳥取市気高町土居150

56
特定非営利活動法人就労
支援ｾﾝﾀｰ和貴の郷

医療、福祉 鳥取県 鳥取市河原町長瀬61-11

57 八光自動車有限会社
サービス業（他
に分類されない
もの）

鳥取県 鳥取市吉成南町1-24-7

58
有限会社　ウエスト興業
八頭

建設業 鳥取県 鳥取市用瀬町別府43-1

59 ワイド警備保障株式会社
サービス業（他
に分類されない
もの）

鳥取県 鳥取市南吉方3-531

60 株式会社　金居商店 卸売・小売業 鳥取県 鳥取市本町1-203-4
61 株式会社　ベルシステム 製造業 鳥取県 鳥取市新品治町6



62
有限会社　くれよんカン
パニー

生活関連サービ
ス・娯楽業

鳥取県 鳥取市栄町722

63 有限会社　リックベル 卸売・小売業 鳥取県
鳥取県東伯郡北栄町妻波
1074-7

64
有限会社　ギフトショッ
プトダ

卸売・小売業 鳥取県 鳥取市古海647-1

65
有限会社　東部資源リサ
イクル

専門・技術サー
ビス業

鳥取県 鳥取市西品治780-1

66 工作社 製造業 鳥取県 鳥取市下段269-1
67 有限会社　八上姫 製造業 鳥取県 鳥取市源太24-2
68 有限会社　螢光社 情報通信業 鳥取県 鳥取市青葉町2-212
69 エコ・リビング有限会社 製造業 鳥取県 鳥取市二階町2-216

70 株式会社　Ｔｒｅｅｓ 飲食店、宿泊業 鳥取県
鳥取市弥生町227 ｸﾞﾚｰｽﾋﾞ
ﾙ

71 株式会社　シャルビー 卸売・小売業 鳥取県 鳥取市南安長2-122

72
株式会社　旺方トレー
ディング

卸売・小売業 鳥取県 鳥取市河原町布袋525-1 www.oho-tr.net

73 安藤自動車
サービス業（他
に分類されない
もの）

鳥取県 鳥取市青谷町青谷528-5

74 ヤマショウ
専門・技術サー
ビス業

鳥取県 倉吉市上神1048-1

75 株式会社　アーステクノ
専門・技術サー
ビス業

鳥取県 鳥取市里仁243-3

76 有限会社　岡本緑化 建設業 鳥取県 鳥取市叶236

77
株式会社　河原ソーイン
グ

製造業 鳥取県 鳥取市河原町曳田84-8

78
ヘアーフレックス　イケ
モト

生活関連サービ
ス・娯楽業

鳥取県 鳥取市江崎町41-1

79 有限会社　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逢束
1325-1

80 網浜水産株式会社 製造業 鳥取県 鳥取市賀露町西4-1803-4

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

82
株式会社　ピィーウェー
ブ

飲食店、宿泊業 鳥取県 鳥取市南隈173 ﾄﾘﾆﾃｨﾓｰﾙB

83
株式会社　ハウスケア
サービス

専門・技術サー
ビス業

鳥取県 鳥取市商栄町135

84
有限会社　プラスペリ
ティ

生活関連サービ
ス・娯楽業

鳥取県 鳥取市本町3-105

85 株式会社　よみうり企画
専門・技術サー
ビス業

鳥取県 鳥取市商栄町135

86 株式会社　丸安 運輸業 鳥取県 鳥取市南安長2-625-1

87 株式会社　びようやなぎ
生活関連サービ
ス・娯楽業

鳥取県
倉吉市山根557-1ﾊﾟｰﾌﾟﾙﾀｳ
ﾝ2F

http://loverofnails.wixsite.com/index/staff

88 有限会社　しんせい 医療、福祉 鳥取県 鳥取市吉方温泉1-455
89 地建開発有限会社 不動産業 鳥取県 鳥取市吉方温泉1-455

90
株式会社　キューブ表面
実装技術研究所

製造業 鳥取県 鳥取市気高町新町2-52 www.cubesmt.com/

91
特定非営利活動法人さく
らんぼ

医療、福祉 鳥取県 鳥取市高住28-1

92 イムラ精工有限会社 製造業 鳥取県 鳥取市布袋366-1

93
有限会社　ファッション
クリーニングいのうえ

生活関連サービ
ス・娯楽業

鳥取県 鳥取市湖山町北4-804

94 株式会社　ＬＡＳＳＩＣ 情報通信業 鳥取県 鳥取市若葉台南7-5-1 www.lassic.co.jp/

95
株式会社　ＣＦＳ　板前
亭ちくま

飲食店、宿泊業 鳥取県 鳥取市叶148-9 www.c-f-s.jp

96
野田幸洋土地家屋調査士
事務所

サービス業（他
に分類されない
もの）

鳥取県 鳥取市松並町1-144-6 http://noda-office.main.jp

97 株式会社　ＦＰブレーン 金融・保険業 鳥取県 鳥取市興南町95-3

98
株式会社　ル・コション
ドール

製造業 鳥取県
鳥取市吉成南町2-1-11リ
トットマルシェ

www.cochondor.com

99 株式会社　鳥取県庁食堂 飲食店、宿泊業 鳥取県 鳥取市東町1-271



100 有限会社　仕出し鳥ケ島 製造業 鳥取県 鳥取市浜坂263-1
101 綜合印刷出版株式会社 製造業 鳥取県 鳥取市西町1-215
102 株式会社　ナカニシ 飲食店、宿泊業 鳥取県 鳥取市福部町細川727-20 http://www4.ocn.ne.jp~amimoto/

103 ＪｕｎｋＹａｒｄ 卸売・小売業 鳥取県 鳥取市富安1-33-1

104
有限会社　オートメカ
サービス

専門・技術サー
ビス業

鳥取県 鳥取市湖山町西2-456-2

105 松谷ポンプ株式会社 建設業 鳥取県 鳥取市千代水4-93 www.matsutani-pump.co.jp/

106
サンワールドツアー株式
会社

生活関連サービ
ス・娯楽業

鳥取県 鳥取市西町1-120

107
株式会社　情報サービス
鳥取

サービス業（他
に分類されない
もの）

鳥取県
鳥取市富安1-74-3 日段商
事ﾋﾞﾙ3F

www.istori.jp

108
社会保険労務士　ＭＯＹ
ＯＲＩＮＯ

専門・技術サー
ビス業

鳥取県 鳥取市瓦町172 ｻﾝﾃﾗｽ1F

109
有限会社　　カーボ
ディーオオタ

サービス業（他
に分類されない
もの）

鳥取県 鳥取市浜坂1-322-1

110
有限会社　　一善や鳥取
支店

製造業 鳥取県 鳥取市栗谷10 www.ichizenya.jp/

111
有限会社　　モリモト興
機

製造業 鳥取県
鳥取市気高町宝木1562-
130

http://morimotokouki.jp

112 株式会社　　Ｓ＆Ｓ
サービス業（他
に分類されない
もの）

鳥取県 鳥取市扇町3 2F

113
株式会社　　バード保険
事務所

金融・保険業 鳥取県 鳥取市西町5-101

114
株式会社　　東邦モー
ターパーツ

製造業 鳥取県 鳥取市叶114-10

115 有限会社　エスポアール 金融・保険業 鳥取県 鳥取市扇町130 TMKﾋﾞﾙ3-1
116 株式会社　清水 製造業 鳥取県 鳥取市古海542-1

117
カスタムショップガジロ
有限会社

サービス業（他
に分類されない
もの）

鳥取県 鳥取市用瀬町鷹狩659-3

118 有限会社　サクセス 建設業 鳥取県 鳥取市若葉台南7-6-1

119
社会福祉法人讃美会おれ
んじ湖山ディサービス

医療、福祉 鳥取県 鳥取市湖山町東4-51

120 鳥取通信工業株式会社 建設業 鳥取県 鳥取市蔵田452

121 山名自動車工業
サービス業（他
に分類されない
もの）

鳥取県 鳥取市千代水1-148

122 鳥取県漁業協同組合本所
複合サービス事
業

鳥取県 鳥取市賀露町西4-1806

123 有限会社　平木電機産業 製造業 鳥取県
鳥取県八頭郡八頭町大門
12-2

124 株式会社　ササヤマ 製造業 鳥取県 鳥取市千代水4-36

125
有限会社　エービーシー
プラザ

不動産業 鳥取県 鳥取市吉成2-15-14

126 社会福祉法人やず 医療、福祉 鳥取県
鳥取県八頭郡八頭町宮谷
123

www.yazu-sukoyaka.or.jp

127 有限会社　キリン 建設業 鳥取県 鳥取市吉方124-1

128
株式会社　アスカソー
ラー

卸売・小売業 鳥取県 鳥取市立川町5-71-13 http://www.askasolar.jp/

129 株式会社　中井脩 卸売・小売業 鳥取県 鳥取市栄町623 www.nakaishu.co.jp

130 ハロー保険株式会社 金融・保険業 鳥取県
鳥取市千代水1丁目140番
地2

131 有限会社　圓山組 建設業 鳥取県 鳥取市福部町高江45-2

132 関西リース
サービス業（他
に分類されない
もの）

鳥取県 鳥取市湖山町東1-647-18

133
太洋住研ホーロー株式会
社

製造業 鳥取県 鳥取市正蓮寺98-5

134 有限会社　田畑商店 卸売・小売業 鳥取県 鳥取市天神町69

135 森澤設備有限会社
電気・ガス・熱
供給・水道業

鳥取県 鳥取市古海452-2



136 株式会社　アベ鳥取堂 製造業 鳥取県 鳥取市富安2-28 www.abetori.co.jp

137 緑風園 建設業 鳥取県
鳥取県岩美郡岩美町岩井
280-7

138
ＲＯＯＴＳ　ＪＡＰＡＮ
株式会社

製造業 鳥取県
鳥取県岩美郡岩美町浦富
991

139
井上エージェンシー有限
会社

金融・保険業 鳥取県 鳥取市南吉方2-23

140 有限会社　キーワード
専門・技術サー
ビス業

鳥取県 鳥取市若桜町39 www.keyword-co.net

141 有限会社　北村きのこ園 農業・林業 鳥取県
鳥取県八頭郡八頭町下野
794

www.kinoko.co.jp

142 加藤どうぶつ病院 医療、福祉 鳥取県 鳥取市秋里1168 www.kato-sh.jp

143
有限会社　よねむら硝子
店

卸売・小売業 鳥取県 鳥取市川端1-120 http://www2.ocn.ne.jp/~y-galasu/

144 鳥取トヨペット株式会社 卸売・小売業 鳥取県 鳥取市安長850 http://toyota-dealers.jp/16101/

145 ＴＲＥＡＳＵＲＥ 卸売・小売業 鳥取県 鳥取市興南町45
146 魚倉鮮魚店 卸売・小売業 鳥取県 倉吉市八屋213-3
147 株式会社　昭和工業 建設業 鳥取県 鳥取市安長206 http://shouwakougyo.co.jp

148 株式会社　やず友和苑 医療、福祉 鳥取県
鳥取県八頭郡八頭町宮谷
200-4

149 宮部建設有限会社 建設業 鳥取県 鳥取市北園2-87

150 hair art　Ｃ．Ｎ．Ｐ
生活関連サービ
ス・娯楽業

鳥取県 鳥取市正蓮寺33-5

151 澤田工業株式会社 製造業 鳥取県 鳥取市用瀬町鷹狩661-1 http://www.sawababy.com

152 株式会社　富士ユニコン 卸売・小売業 鳥取県 鳥取市布勢108 http://fujiunicon.com/

153 富士建設工業株式会社 建設業 鳥取県 鳥取市布勢108
154 有限会社　藤田仏具本店 卸売・小売業 鳥取県 鳥取市二階町3-216 http://www.fujitabutugu.jp

155 株式会社　鳥取平版社 製造業 鳥取県 鳥取市富安1-79

156
有限会社　アトラス警備
保障

サービス業（他
に分類されない
もの）

鳥取県
鳥取県東伯郡湯梨浜町は
わい長瀬2008-11

157 医療法人社団野津医院 医療、福祉 鳥取県 鳥取市卯垣4-101
158 メディクス有限会社 情報通信業 鳥取県 鳥取市扇町70 http://medixweb.jp
159 有限会社　第一設備工業 建設業 鳥取県 鳥取市商栄町122-1

160 ＲＥＬＥ
生活関連サービ
ス・娯楽業

鳥取県 鳥取市福部町海士317-9

161 有限会社　ロータス 飲食店、宿泊業 鳥取県 鳥取市鹿野町今市8 http://www.yumehiko.co.jp

162 有限会社　八木谷生花店 卸売・小売業 鳥取県 鳥取市国府町新町2-256

163
有限会社　ティーエム
アール鳥取

卸売・小売業 鳥取県 鳥取市吉成731-1

164 株式会社　アスコ
専門・技術サー
ビス業

鳥取県 鳥取市南吉方1-73 http://www.asc-co.jp/

165
有限会社　オーケーデザ
イン

専門・技術サー
ビス業

鳥取県 鳥取市湖山町北4-660

166
有限会社　タイヤステー
ションダブリュー

卸売・小売業 鳥取県 鳥取市南隈156-1

167 株式会社　ワイ・ビー 卸売・小売業 鳥取県 鳥取市南隈152--2

168
サイトウコンサルタント
株式会社

専門・技術サー
ビス業

鳥取県 鳥取市千代水2-121-2 http://saitocon.jp

169 曙工舎有限会社
専門・技術サー
ビス業

鳥取県 鳥取市千代水2-151 http://akebono-k.jp

170 株式会社　勝原製作所 製造業 鳥取県 鳥取市南栄町2 http://www.katsuhara.co.jp

171 アーサー企画株式会社 不動産業 鳥取県 鳥取市川端1-206 http://arther-k.com

172
有限会社　リフォームワ
ン

建設業 鳥取県 鳥取市川端1-206 http://reform-o.kir.jp

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

174 株式会社　アール企画
専門・技術サー
ビス業

鳥取県 鳥取市大覚寺150-78

175
農事組合法人　八頭船岡
農場

農業・林業 鳥取県
鳥取県八頭郡八頭町船岡
456-5

176 有限会社　徳吉薬局 卸売・小売業 鳥取県 鳥取市吉成南町1-27-9

177 有限会社　アーサ
生活関連サービ
ス・娯楽業

鳥取県
鳥取市寿町731-7 ｽｶｲｺｰﾄｺ
ﾄﾌﾞｷ201

http://hair-arsa.com



178
あおやサイエンス株式会
社

製造業 鳥取県 鳥取市青谷町善田1-4 http://aoya.jp

179
株式会社　ニット工房鳥
取　中部事務所

製造業 鳥取県 倉吉市鴨河内1704 http://www.antai.co.jp

180 安泰ソーイング株式会社 製造業 鳥取県 倉吉市鴨河内1704 http://www.antai.co.jp

181 有限会社　葡萄家 卸売・小売業 鳥取県 鳥取市雲山154-26

182 有限会社　夢屋 製造業 鳥取県
鳥取県八頭郡智頭町智頭
1534-7

183
株式会社　Ｍｏｎｏｌｉ
ｎｋ　Ｃａｍｍｐａｎｙ

製造業 鳥取県 鳥取市興南町24

184 有限会社　浅田左官工業 建設業 鳥取県 鳥取市津ﾉ井255-1
185 グレース株式会社 卸売・小売業 鳥取県 鳥取市徳尾189-1

186 株式会社　和架
専門・技術サー
ビス業

鳥取県 鳥取市賀露町4045-2 http://waka-hms.com/

187 ＴＥＮＧＯＫＵ 卸売・小売業 鳥取県 鳥取市吉方温泉4-725

188
ＬＩＬＹ　ＨＡＩＲ　Ｄ
ＥＳＩＧＮ

生活関連サービ
ス・娯楽業

鳥取県 鳥取市大杙201-1 http://lily-hair.net/

189 有限会社　河原工業 建設業 鳥取県 鳥取市河原町河原83-2
190 東洋交通施設株式会社 建設業 鳥取県 鳥取市安長78-7 http://www.hal.ne.jp/~toyo-kt

191
株式会社　モストブリス
ク

飲食店、宿泊業 鳥取県 鳥取市桂木251-1

192
株式会社　メディカル
アートみやわき

医療、福祉 鳥取県 鳥取市丸山町265

193 有限会社　レーブ
生活関連サービ
ス・娯楽業

鳥取県 鳥取市南隈480 http://revehair.jp

194
株式会社　カーハウスプ
ロテク

サービス業（他
に分類されない
もの）

鳥取県 鳥取市千代水2-139

195 株式会社　ＲＡＳＰＡＣ 飲食店、宿泊業 鳥取県
鳥取市南吉方2-75-4 ｾ
ｼﾞｭｰﾙ南吉方B-102

196 原田家具店 建設業 鳥取県 鳥取市青谷町青谷3783

197
有限会社　日研アドバン
ス

建設業 鳥取県 鳥取市津ﾉ井291-8

198 有限会社　中央企画
サービス業（他
に分類されない
もの）

鳥取県 鳥取市徳吉268-1 http://www.i-select.jp

199
株式会社　鳥取県倉吉自
動車学校

教育、学習支援
業

鳥取県
鳥取県東伯郡北栄町西園
866

http://www.kurayoshi-ds.com

200
有限会社　ジュエリー＆
メガネ　スイス

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

201
有限会社　ヘアースパイ
ス

生活関連サービ
ス・娯楽業

鳥取県 鳥取市松並町2-536-1

202 有限会社　トータル電機 建設業 鳥取県 鳥取市南栄町30-8

203
ファミリーマート鳥取古
海店

卸売・小売業 鳥取県 鳥取市古海661-5

204
株式会社　インテリアフ
クタ

建設業 鳥取県 鳥取市元魚町4-101 http://www.if-101.com

205
有限会社　エスジーシス
テム

専門・技術サー
ビス業

鳥取県 鳥取市緑ヶ丘1-10-12 http://www.sg3.jp/

206
株式会社　ＫＯＤＡＮＩ
きっぺい

卸売・小売業 鳥取県 鳥取市徳尾399-2

207
株式会社　ジェイ・エ
イ・エス

卸売・小売業 鳥取県 鳥取市馬場233-1 http://www.jss-jp.com

208 アンジン株式会社 金融・保険業 鳥取県 倉吉市駄経寺町2-5

209
株式会社　Ａｓｕｋａ－
ｉｅｉ

情報通信業 鳥取県
鳥取市元魚町2-201ｴｽﾃｰﾄ
ﾋﾞﾙV3-3

http://asuka-iei.net

210 高洋電機有限会社 製造業 鳥取県 鳥取市国府町新通り2-216

211 有限会社　ハピュア
生活関連サービ
ス・娯楽業

鳥取県
鳥取県東伯郡湯梨浜町久
留32-2

212 有限会社　はまぶん 卸売・小売業 鳥取県 鳥取市南吉方1-110-2 http://i-hamabun.com

213 株式会社　プラスビッツ 情報通信業 鳥取県
鳥取市松並町2-160 城北
ﾋﾞﾙ308号

http://www.plusbits.jp

214
有限会社　エイダン事務
機

卸売・小売業 鳥取県 鳥取市南安長3-47



215 Ｆitness Ｊa-んぐる
教育、学習支援
業

鳥取県 鳥取市吉成南町2-9-10 http://webspace.ddo.jp/ja-nguru

216 株式会社　ＳＵＮＹＯＵ 製造業 鳥取県 鳥取市千代水1-1-7 http://www.sunyoujp.com

217 みどりハウス有限会社
専門・技術サー
ビス業

鳥取県 鳥取市南町512

218 株式会社　ファイナール 製造業 鳥取県 鳥取市上味野15 http://finarl.co.jp

219
株式会社　ＴＨＥ　ＮＡ
ＴＵＲＥＳ

卸売・小売業 鳥取県 鳥取市川端1-210 http://nollys.net

220 株式会社　山本鉄工所 製造業 鳥取県 鳥取市気高町奥沢見883-6

221 株式会社　ＴＲＳ
サービス業（他
に分類されない
もの）

鳥取県 鳥取市行徳1-308

222
株式会社　鳥取介護サー
ビス

医療、福祉 鳥取県 鳥取市国安959-3 http://www.tottorikaigo.com

223 ＡＮＧＥＬ　ＨＯＵＳＥ 卸売・小売業 鳥取県 鳥取市栄町764 http://www.angelwanwan.jp/

224 株式会社　三立 卸売・小売業 鳥取県 鳥取市叶150-6 http://www.sanritz-bird.co.jp

225 ＮＥ製作所 製造業 鳥取県
鳥取県岩美郡岩美町浦富
545-21

226 有限会社　コタニ 製造業 鳥取県
鳥取県岩美郡岩美町岩井
271-2

http://www.k-kotani.com

227 株式会社　アークス 建設業 鳥取県
鳥取県東伯郡北栄町東園
316-3

http://www.arcs-net.jp

228 有限会社　キュート
生活関連サービ
ス・娯楽業

鳥取県 倉吉市駄経寺町73-10 http://nail-qute.com

229 株式会社　イブキ 卸売・小売業 鳥取県 鳥取市本高315-7

230 株式会社　ムーブ
専門・技術サー
ビス業

鳥取県
鳥取市弥生町302-2 ｷﾞｬｻﾞ
ﾋﾞﾙ2 3F

231 福田クレーン 建設業 鳥取県 鳥取市湖山町南2-821-1

232 鳥取商事株式会社
サービス業（他
に分類されない
もの）

鳥取県 鳥取市吉方温泉1-223-2 http://www.tottori-shoji.co.jp/

233 トミタ電機株式会社 製造業 鳥取県 鳥取市幸町123 http://www.tomita-electric.com

234 馬野建設株式会社 建設業 鳥取県
鳥取県東伯郡琴浦町赤碕
1840-1

http://www.umano.co.jp/

235 船越工業株式会社 建設業 鳥取県 鳥取市湖山町東5-366-1

236 株式会社　Ａｉｓｌｅ
生活関連サービ
ス・娯楽業

鳥取県 鳥取市興南町71-1 http://we-aisle.com

237 株式会社　因幡組 建設業 鳥取県
鳥取市河原町西円通寺25-
2

238 株式会社　マミー 卸売・小売業 鳥取県 鳥取市商栄町203-6 http://www.hl-mammy.jp/

239 気高電機株式会社 製造業 鳥取県 鳥取市気高町宝木1561-8 http://www.ketaka.co.jp/

240 株式会社　オグラ 建設業 鳥取県 鳥取市湖山町東3-51-2 http://ogura.pw

241
有限会社　とうふ工房雨
滝

製造業 鳥取県 鳥取市国府町雨滝510 http://amedaki.jp/

242
株式会社　気高プロダク
ツ

製造業 鳥取県 鳥取市気高町宝木1561-8

243 板前亭ちくま鳥取店 飲食店、宿泊業 鳥取県 鳥取市本町3-201
244 有限会社　堀鍍金工業所 製造業 鳥取県 鳥取市南栄町26-2 http://www.horimekki.com

245 有限会社　福田建機
サービス業（他
に分類されない
もの）

鳥取県 鳥取市舟木126-2

246 アイ・プラチナ 卸売・小売業 鳥取県 鳥取市扇町133-2
247 聖和精機株式会社 製造業 鳥取県 鳥取市若葉台南7-4-26

248
株式会社　鳥取スター電
機

製造業 鳥取県 鳥取市南吉方2-20 http://tottoristar.co.jp

249 鳥取旭工業株式会社 製造業 鳥取県 鳥取市雲山360-1 http://www.tottori-asahi.com

250
特定非営利活動法人　
フェリース

医療、福祉 鳥取県 鳥取市徳尾334-3 http://w01.tp1.jp/~a752132888/index.html

251
株式会社　スズキ自販鳥
取

卸売・小売業 鳥取県 鳥取市丸山町266-8 http://sj-tottori.jp/

252 株式会社　森下久平商店 卸売・小売業 鳥取県 鳥取市戎町119-2
253 鳥取共同青果株式会社 卸売・小売業 鳥取県 鳥取市南安長2-697

254
社会福祉法人　あすなろ
会

医療、福祉 鳥取県 鳥取市川端4-115 http://www.t-asunaro.jp/



255 智頭石油株式会社 卸売・小売業 鳥取県
鳥取県八頭郡智頭町智頭
640-1

http://www.chizu-sekiyu.com

256 株式会社　吉備総合電設 建設業 鳥取県 鳥取市田園町3-101 http://www.kibix.co.jp

257
社会福祉法人　鳥取県厚
生事業団

医療、福祉 鳥取県 鳥取市伏野2259-43 http://www.tottori-kousei.jp/

258 株式会社　砂丘園芸 建設業 鳥取県 鳥取市片原1-106 http://www.sakyu-engei.co.jp

259
特定非営利活動法人賀露
おやじの会

サービス業（他
に分類されない
もの）

鳥取県 鳥取市賀露町南5-2433-5 http://home.karooyaji.org/

260 株式会社　栗山組 建設業 鳥取県 鳥取市古海714 http://www.kuriyamagumi.com/

261 吉野設備工業株式会社
電気・ガス・熱
供給・水道業

鳥取県 鳥取市岩吉96-28

262 トスク株式会社 卸売・小売業 鳥取県 鳥取市行徳1-103

263 株式会社　寺谷組 建設業 鳥取県
鳥取県八頭郡智頭町市瀬
1478-5

http://www.teratanigumi.co.jp/

264 株式会社　ケイハピネス 卸売・小売業 鳥取県 鳥取市安長80-1

265
有限会社　横山板金工作
所

建設業 鳥取県 鳥取市湖山町東1-231

266 株式会社　コクヨＭＶＰ 製造業 鳥取県 鳥取市湖山町南2-201
267 山野商事株式会社 卸売・小売業 鳥取県 鳥取市商栄町160 http://www.yamano-s.com

268 大和設備倉吉株式会社 建設業 鳥取県 倉吉市和田東町180 http://www.amedia-daiwa.co.jp

269
株式会社　シバガーメン
ト

製造業 鳥取県
鳥取県八頭郡八頭町富枝
297-1

270 鳥取鶏卵販売株式会社 卸売・小売業 鳥取県 鳥取市湖山町西3-401

271
株式会社　トリーカ青谷
工場

製造業 鳥取県 鳥取市青谷町青谷4295-1

272
ダイヤモンド電機株式会
社　　鳥取工場

製造業 鳥取県 鳥取市南栄町18 http://www.diaelec.co.jp/

273
株式会社　吉谷機械製作
所

製造業 鳥取県 鳥取市古海356-1 http://www.yoshitani-kikai.co.jp

274
株式会社　マルカン鳥取
工場

製造業 鳥取県 鳥取市湖山町東2-309

275
社会福祉法人地域でくら
す　いくのさん家

医療、福祉 鳥取県 鳥取市湖山町西2-237-2

276
株式会社　セブンデザイ
ン

情報通信業 鳥取県
鳥取市国府町新通り3-
330-202

http://7dc.jp

277 鳥取電子株式会社 製造業 鳥取県 鳥取市布勢103-2 http://www.t-denshi.com

278 株式会社　愛進堂 卸売・小売業 鳥取県 鳥取市商栄町221-1 http://www.aishindo.co.jp/

279 株式会社　原田建設 建設業 鳥取県 鳥取市数津62-2 http://www.haraken.com

280 大和建設株式会社 建設業 鳥取県 鳥取市天神町5-2 http://www.daiwacc.co.jp

281 有限会社　酒井建設 建設業 鳥取県 倉吉市山根622-1 http://www.sakai-kensetsu.com/

282 株式会社　エナテクス 建設業 鳥取県 倉吉市海田西町2-37 http://www.enatex.co.jp/

283
一般社団法人ひといろ工
房

医療、福祉 鳥取県 鳥取市西品治592-1

284 株式会社　明治製作所 製造業 鳥取県 倉吉市駄経寺町390 http://www.meiji-df.co.jp/

285
株式会社　ホテルセント
パレス倉吉

飲食店、宿泊業 鳥取県 倉吉市上井町1-9-2 http://www.stpalace.jp

286 株式会社　チュウブ 建設業 鳥取県
鳥取県東伯郡琴浦町大字
逢束1061-6

287 打吹建設株式会社 建設業 鳥取県 倉吉市旭田町60-1
288 安泰ニット株式会社 製造業 鳥取県 鳥取市安長80-2
289 有限会社　こがね 飲食店、宿泊業 鳥取県 鳥取県東伯郡琴浦町391-2
290 日ノ丸西濃運輸株式会社 運輸業 鳥取県 鳥取市湖山町東3-40

291
公益財団法人鳥取県国際
交流財団

サービス業（他
に分類されない
もの）

鳥取県 鳥取市湖山町西4-110-5 http://www.torisakyu.or.jp/

292 学校法人藤田学院
教育、学習支援
業

鳥取県 倉吉市福庭854 http://www.cygnus.ac.jp

293 meetsworks
複合サービス事
業

鳥取県 鳥取市若葉台北3-10-8 http://meetsworks.com

294 東宝企業　株式会社 卸売・小売業 鳥取県 倉吉市大正町2丁目90番地 http://www.tohokigyo.com/

295
有限会社　　アイスバー
グ

生活関連サービ
ス・娯楽業

鳥取県 鳥取市秋里1091-4 http://www.iceberg-1.com



296
株式会社　　ゼンヤク
ノー

製造業 鳥取県 鳥取市賀露町4001 http://www.zenyakuno.jp

297 株式会社　　鳥取建材 建設業 鳥取県 鳥取市里仁581-1 http://www.tottori-kenzai.com/

298 株式会社　　新興螺子 製造業 鳥取県
鳥取県東伯郡北栄町岩坪
225-3

http://www.shinkhorashi.jp

299
内外精機工業　株式会社　
　鳥取工場

製造業 鳥取県
鳥取県東伯郡三朝町神倉
927

http://www.naigai-sk.co.jo/

300
有限会社　　トータル電
機

建設業 鳥取県 鳥取市南栄町30番地8

301 有限会社　　マツケン 建設業 鳥取県 鳥取市緑ヶ丘2丁目61番地

302 千代建設　株式会社 建設業 鳥取県
鳥取県八頭郡智頭町智頭
600-2

303 株式会社　　高野組 建設業 鳥取県
鳥取県東伯郡琴浦町赤碕
817-7

http://www.kounogumi.co.jp/

304 株式会社　　川口精工 製造業 鳥取県
鳥取県岩美郡岩美町蒲生
1115

http://www.kawaguchi-seiko.com

305
有限会社　　ひよこカン
パニー

製造業 鳥取県
鳥取県八頭郡八頭町橋本
877

http://www.oenosato.com

306 東伯ガス産業　株式会社
電気・ガス・熱
供給・水道業

鳥取県
鳥取県東伯郡琴浦町徳万
731

http://touhakugas.jp/

307 株式会社　　田中商店 運輸業 鳥取県
鳥取県東伯郡琴浦町赤碕
2540-14

http://tanaka-shoten.com/

308
有限会社　新町仏具印判
店

卸売・小売業 鳥取県 鳥取市新町115

309
はやし社会保険労務士事
務所

サービス業（他
に分類されない
もの）

鳥取県
鳥取市富安2-61 ｱﾘﾓﾄﾋﾞﾙ
1F

310 松風荘旅館 飲食店、宿泊業 鳥取県 倉吉市瀬崎町2751-1 http://www.sirakabe.net

311 ＴＩＡＲＡ
生活関連サービ
ス・娯楽業

鳥取県
鳥取県東伯郡琴浦町八橋
1495

http://hairmakebidan.com

312 HAIR　DESIGN　STELLA
生活関連サービ
ス・娯楽業

鳥取県 鳥取市秋里738-1 http://hair-stella.jp

313
一般社団法人　ノーマラ
イゼーションとっとり

医療、福祉 鳥取県 鳥取市大覚寺77-56

314
有限会社　　鳥取インテ
リアサービス

建設業 鳥取県 鳥取市南安長1丁目18-22

315
有限会社　　オフィス・
チムニィ

卸売・小売業 鳥取県 鳥取市商栄町122番地1 http://officechimney.com

316
ちづ司法書士行政書士事
務所

サービス業（他
に分類されない
もの）

鳥取県
鳥取県八頭郡智頭町智頭
1896番地6

317 有限会社　　辰巳園 建設業 鳥取県 倉吉市和田309番地 http://www.tatsumien.jp

318
株式会社　　デザインリ
ンクス

専門・技術サー
ビス業

鳥取県 鳥取市片原1-107 http://design-links.co.jp

319 WANDER　BRUSH
サービス業（他
に分類されない
もの）

鳥取県 鳥取市吉成南1丁目24-7

320 株式会社　　山根商事
教育、学習支援
業

鳥取県 鳥取市立川町2丁目205 http://yamanetrade.com

321
トランスポート鳥取　株
式会社

建設業 鳥取県 鳥取市船木117-1 http://www.ttcttc.jp

322 株式会社　　オオタ 卸売・小売業 鳥取県 鳥取市卯垣3丁目515 http://life-energy-ota.jp/

323
株式会社　　大昌エンジ
ニアリング

建設業 鳥取県 鳥取市覚寺72-41

324
有限会社　　谷本エンヂ
ニアリング

製造業 鳥取県 鳥取市晩稲433 http://www.tme-c.com/

325 有限会社　　大和工業所 建設業 鳥取県 鳥取市南隈239
326 株式会社　　キリンの里 医療、福祉 鳥取県 鳥取市松並町1-144-6
327 有限会社　　山﨑金属 製造業 鳥取県 倉吉市西倉吉126

328 株式会社　　キョウエイ
サービス業（他
に分類されない
もの）

鳥取県 鳥取市気高町1-53 http://kyoei-l.co.jp

329
有限会社　　森田グレー
ン

建設業 鳥取県 鳥取市国安195-2



330
株式会社　　ウェブプラ
ン・プロモーション

専門・技術サー
ビス業

鳥取県 鳥取市北園2丁目200番地 http://wp-pro.jp

331 若桜観光株式会社 運輸業 鳥取県
鳥取県八頭郡若桜町 米
631-13

http://www.hyounosen.co.jp

332 野間田建築設計 建設業 鳥取県
鳥取県東伯郡琴浦町赤碕
777番地

http://nomakensekkei.com/

333 有限会社　　城南電装
サービス業（他
に分類されない
もの）

鳥取県 鳥取市湖山町東3丁目78

334 打吹商事　株式会社 卸売・小売業 鳥取県 倉吉市海田西町1-158 http://utsubukidouji.com/

335 株式会社　　ルネックス 卸売・小売業 鳥取県 倉吉市宮川町127-2

336 有限会社　　アトラス
専門・技術サー
ビス業

鳥取県 鳥取市河原町鮎ヶ丘1141 http://www.atoras.jp

337
郡家コンクリート工業株
式会社

製造業 鳥取県
鳥取県八頭郡八頭町山上
363-17

http://www.kooge.jp/

338 有限会社　　ことぶき 飲食店、宿泊業 鳥取県 鳥取市興南町46

339 学校法人　稲葉幼稚園
教育、学習支援
業

鳥取県 鳥取市滝山449-1

340
中山精工株式会社　　鳥
取工場

製造業 鳥取県 倉吉市大原山ﾉ下665-1 http://www.nakayamaseiko.co.jp/

341
特定非営利活動法人　
とっとり未来

医療、福祉 鳥取県
鳥取市吉方温泉1丁目620-
3

342 有限会社　　倉西鉄工所 建設業 鳥取県
鳥取県東伯郡琴浦町逢束
1054

343 株式会社　　ソルヘム 医療、福祉 鳥取県
鳥取県東伯郡琴浦町徳万
70-1

344 株式会社　　クリエイト 医療、福祉 鳥取県 鳥取市大杙206-2 http://cosmos.main.jp/

345 有限会社　　湖山大門 飲食店、宿泊業 鳥取県 鳥取市湖山町東1丁目147 http://koyama-daimon.com/

346
株式会社　　トヨタレン
タリース鳥取

卸売・小売業 鳥取県 鳥取市安長850-1 http://hoken2.wix.com/toyotarenttottori

347 株式会社　　ぼやーじゅ 医療、福祉 鳥取県
鳥取市湖山町南5丁目177
番地1

348
有限会社　　ボデー
ショップユー

サービス業（他
に分類されない
もの）

鳥取県 鳥取市安長90-1

349 早島設備　有限会社 建設業 鳥取県
鳥取市福部町湯山959番地
3

350
特定非営利活動法人　い
ちばん星

医療、福祉 鳥取県 鳥取市江津176番地

351 有限会社　　共栄自動車
サービス業（他
に分類されない
もの）

鳥取県
鳥取県八頭郡智頭町山根
151番地2

352
株式会社　　いなば仁風
会

医療、福祉 鳥取県 鳥取市行徳1丁目316番地2

353 山本印刷　株式会社 製造業 鳥取県 倉吉市広栄町971-21 http://www.yp-dream.co.jp/

354 Darts ＆Bar Lance 飲食店、宿泊業 鳥取県 鳥取市永楽温泉町353
355 株式会社　　池内 建設業 鳥取県 鳥取市用瀬町屋住113

356
特定非営利活動法人夢ハ
ウス

医療、福祉 鳥取県 鳥取市南吉方1丁目2-2

357 ヘアースペースたいむ
生活関連サービ
ス・娯楽業

鳥取県 鳥取市松並町2丁目200-1

358 株式会社　ＦＭ鳥取 情報通信業 鳥取県
鳥取市東品治町106鳥取ﾊﾞ
ｽﾀｰﾐﾅﾙ2F

http://www.radiobird.net

359 株式会社　高田商店 卸売・小売業 鳥取県 鳥取市幸町1番地7

360
特定非営利活動法人東伯
けんこう

医療、福祉 鳥取県
鳥取県東伯郡琴浦町徳万
352-4

361 株式会社　アクティブ 飲食店、宿泊業 鳥取県 鳥取市新105 http://www.active-future.jp

362 有限会社　清水 卸売・小売業 鳥取県 鳥取市国府町糸谷8番地3

363
株式会社　ダスキンいな
ば

サービス業（他
に分類されない
もの）

鳥取県 鳥取市大杙220-5

364
株式会社　ごきげん倶楽
部

飲食店、宿泊業 鳥取県 鳥取市滝山602番地 http://gokigenclub.com



365
株式会社　オートギャラ
リー

サービス業（他
に分類されない
もの）

鳥取県
鳥取県八頭郡八頭町土師
百井358-1

366
株式会社　ＪＡいなば燃
料センター

卸売・小売業 鳥取県 鳥取市湖山町東5丁目261 http://www.jainaba.com/nen/index.html

367
株式会社　ドリームかわ
はら

卸売・小売業 鳥取県 鳥取市河原町高福837 http://www.yakamihime.com

368 株式会社　ＩＲＩＥ
サービス業（他
に分類されない
もの）

鳥取県 鳥取市南栄町33-23

369 有限会社　マキシマイズ 飲食店、宿泊業 鳥取県 鳥取市扇町92
370 マックス電機株式会社 製造業 鳥取県 鳥取市面影2丁目20-13

371
株式会社　プレマスペー
ス

医療、福祉 鳥取県 鳥取市田園町3丁目335-2

372 Ａｎｇｌｅ
生活関連サービ
ス・娯楽業

鳥取県 鳥取市東今在家123-31

373
株式会社　ＮＩＣ智頭コ
ンタクトセンター

サービス業（他
に分類されない
もの）

鳥取県
鳥取県八頭郡智頭町福原
19番地

374 ソレックス有限会社 建設業 鳥取県
鳥取県東伯郡北栄町田井
195番地

375 アイエム電子株式会社 製造業 鳥取県 鳥取市山城町6番40号 www.imenet.co.jp

376
株式会社　吉田一陽堂薬
局

医療、福祉 鳥取県 鳥取市戎町413

377 はまもと工務店 建設業 鳥取県 鳥取市福部町海士649-2

378 有限会社　ｉ－ｄｅｅ
生活関連サービ
ス・娯楽業

鳥取県 鳥取市興南町45 http://i-dee.net/

379
株式会社　エコファーム
みなか

農業・林業 鳥取県 鳥取市気高町飯里304番地

380 鳥取本通商店街振興組合
複合サービス事
業

鳥取県 鳥取市栄町401番地

381 Caravan
生活関連サービ
ス・娯楽業

鳥取県
鳥取市湖山町北3丁目219 
ｹｱﾝｽﾞAP1F

http://caravan-hair.com

382 dadapa
生活関連サービ
ス・娯楽業

鳥取県 鳥取市賀露町西3-1-21 http://dadapa-hd.jugem.jp

383 株式会社　TAICHIRO 卸売・小売業 鳥取県 鳥取市福部町岩度276 http://taichiro.co.jp

384
株式会社　あかまる牛肉
店

卸売・小売業 鳥取県 倉吉市旭田町69 http://akamaru-shop.com/

385
加圧トレーニングスタジ
オ Lithe（ﾗｲｽﾞ）

生活関連サービ
ス・娯楽業

鳥取県 米子市米原5丁目4-27 http://www.lithe.jp

386 Carpath（ｶｰﾊﾟｽ） 卸売・小売業 鳥取県 米子市彦名町7158

387 株式会社ワーパス
専門・技術サー
ビス業

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

388
有限会社エス・ケイ・ワ
イ

製造業 鳥取県 米子市蚊屋241-3

389
特定非営利活動法人　山
陰福祉の会

医療・福祉 鳥取県 米子市加茂町2-180 http://san-fuku.com

390 理容　ネスル
生活関連サービ
ス・娯楽業

鳥取県 米子市夜見町2921‐8

391 金山ホンダ販売 卸売・小売業 鳥取県 米子市吉岡362‐3

392
株式会社　オーエムジェ
イ

卸売・小売業 鳥取県
鳥取県八頭郡八頭町坂田
97-1

393 共栄製本株式会社 製造業 鳥取県 鳥取市徳尾125-14
394 株式会社　フロニュズ 卸売・小売業 鳥取県 鳥取市青谷町奥崎161

395 株式会社　ダスキン鳥取
生活関連サービ
ス・娯楽業

鳥取県 鳥取市古海330-1

396 有限会社　木の原
生活関連サービ
ス・娯楽業

鳥取県 鳥取市北園1-209

397
ナチュラルケアサロン
Shinyou

生活関連サービ
ス・娯楽業

鳥取県 鳥取市瓦町418 http://www.shinyou.net

398 株式会社　ことうら 卸売・小売業 鳥取県
鳥取県東伯郡琴浦町別所
1030-1

http://kotoura-umaimonya.jp/

399 有限会社米子報知機 建設業 鳥取県 米子市米原3-7-20



400
とっとり五千石ファーム
株式会社

医療・福祉 鳥取県 米子市八幡662-2 http://clover-hoikuen.com

401 株式会社　トミサワ 製造業 鳥取県
鳥取県八頭郡智頭町南方
1183

http://www.fa-tomisawa.com

402 有限会社　キコー設備
電気・ガス・熱
供給・水道業

鳥取県
鳥取県東伯郡北栄町亀谷
950-4

403
中部小野田レミコン株式
会社

製造業 鳥取県 倉吉市鴨川12番地1

404 中部共同生コン株式会社 製造業 鳥取県 倉吉市鴨川12番地1

405 株式会社　さくら 医療・福祉 鳥取県
鳥取市西品治780番地2
前田マンション101号

406 武蔵屋食堂 飲食店・宿泊業 鳥取県 鳥取市職人町15

407 居酒屋　小次郎 飲食店・宿泊業 鳥取県
鳥取市末広温泉町755
みうらビル1F

408 株式会社　Axis　Create 飲食店・宿泊業 鳥取県 鳥取市古海824-20

409 鳥取県板金工業組合
複合サービス事
業（郵便局・農
業協同組合等）

鳥取県 鳥取市緑ヶ丘3丁目14番5

410 鳥取紙工株式会社 製造業 鳥取県 鳥取市青谷町大坪71 http://www.torishiko.co.jp

411 福山建築 建設業 鳥取県
倉吉市山根539-1
maruwa39plaza2F

http://happy-mountain.jp/

412 有限会社　浦川塗装店 建設業 鳥取県 倉吉市和田235-1

413 一般社団法人　あいおい 医療・福祉 鳥取県
鳥取県東伯郡北栄町江北
3854

http://aioi3854.webcrow.jp

414
特定非営利活動法人　創
造

医療・福祉 鳥取県 倉吉市八屋301-1

415 株式会社ライブアシスト 医療･福祉 鳥取県 米子市角盤町1丁目 http://y-liveassist.com

416 大成工業株式会社 建設業 鳥取県 米子市米原6丁目15-37 http://www.taisei-kg.co.jp/

417 La Strada
宿泊業,飲食ｻｰﾋﾞ
ｽ業

鳥取県 米子市西福原6丁目3-50

418 株式会社エヌ・キッチン 医療･福祉 鳥取県 米子市三旗町6-5

419 エスイー鉄建株式会社 製造業 鳥取県
鳥取県西伯郡日吉津村日
吉津101-3

420 有限会社板倉博商店 卸売業,小売業 鳥取県 境港市松ヶ枝町35
421 千代興業有限会社 建設業 鳥取県 鳥取市千代水2-46
422 株式会社　ウシオ 卸売・小売業 鳥取県 鳥取市二階町1-218 http://ushio-group.jp/

423 株式会社　イヌイ 卸売・小売業 鳥取県
鳥取市吉方温泉町4丁目
703

http://druginui.biz

424 岩世自動車工業有限会社
その他のサービ
ス業

鳥取県 倉吉市清谷336-1 http://www.iwase-auto.com

425 有限会社板倉博商店 卸売業,小売業 鳥取県 境港市松ヶ枝町35

426 株式会社カーロード山陰
その他のサービ
ス業

鳥取県 米子市彦名町7168-1

427 SMITH
生活関連ｻｰﾋﾞｽ
業,娯楽業

鳥取県 米子市米原4丁目1-37 http://smith-h-c.com/

428 マルコフーズ株式会社 製造業 鳥取県 境港市昭和町２－３７

429 有限会社クール
生活関連ｻｰﾋﾞｽ
業,娯楽業

鳥取県 米子市西福原8‐17‐43

430 株式会社奥洞工務店 建設業 鳥取県 米子市米原7-1-29

431 いこい亭菊萬
宿泊業,飲食ｻｰﾋﾞ
ｽ業

鳥取県 米子市皆生４－２７－１ http://www.kikuman.com

432 chance 卸売,小売業 鳥取県 米子市両三柳151-23 http://www.chance-solar.com

433 有限会社クラフト
その他のサービ
ス業

鳥取県 米子市二本木５０１ http://www.craft-yonago.com

434 オートサービス米子
その他のサービ
ス業

鳥取県
鳥取県西伯郡大山町保田
180-1

435 乃むら
宿泊業,飲食ｻｰﾋﾞ
ｽ業

鳥取県 米子市尾高1651 http://nomura.sanin.jp/

436 大山プレカット協業組合 製造業 鳥取県
鳥取県西伯郡大山町荘田
693

437
日下エンジニアリング株
式会社

製造業 鳥取県
米子市日下1239
鳥取県産業技術センター
内

http://kusaka-eng.com

438 NPO法人しんらい 医療･福祉 鳥取県 米子市淀江町佐陀227-1



439 株式会社駿英 教育,学習支援業 鳥取県 米子市東福原4-20-9 http://www.shunei.co.jp

440 山陰打設有限会社 建設業 鳥取県 米子市内町116

441
メディカ・サポート株式
会社

医療･福祉 鳥取県 米子市昭和町25 http://care-net.biz/31/medica-s

442 社会福祉法人尚仁福祉会 医療･福祉 鳥取県 日野郡江府町久連7 http//www..syoujin.or.jp

443 岡瀧工業 製造業 鳥取県 境港市高松町1384-5 http://okataki.com/
444 有限会社エビナ住宅設備 建設業 鳥取県 米子市夜見町2497-6 http://www.ebina-ap.jp

445
株式会社ハピネライフ一
光

医療･福祉 鳥取県 米子市目久美町34-12 http://www.hapine.com/

446 Beans Hair
生活関連ｻｰﾋﾞｽ
業,娯楽業

鳥取県 米子市蚊屋57-7

447 Ｅ歯科クリニック 医療･福祉 鳥取県
鳥取県西伯郡伯耆町大殿
1020-6

448
ほっかほっか亭米子自動
車学校前店

卸売,小売業 鳥取県 米子市旗ケ崎1丁目5-12

449 株式会社イルカカレッジ 卸売・小売業 鳥取県 米子市万能町127 http://iluka.jp/

450 株式会社エルフィス
その他のサービ
ス業

鳥取県 米子市両三柳１９３－３ http://elfith.com

451
株式会社皆生グランドホ
テル

飲食店、宿泊業 鳥取県
米子市皆生温泉４－１８
－４５

http://kaike-gurandhotel.co.jp/tensui/

452 岡田電工株式会社
電気・ガス・熱
供給・水道業

鳥取県 米子市西福原6-6-10 http://okakou.sdgr.co.jp/company/company.html

453
石田紙器株式会社米子工
場

製造業 鳥取県 米子市旗ヶ崎2021-5 http://www.ishidashiki.co.jp/corporate/index.html

454
株式会社クリエイティブ
サポート

教育、学習支援
業

鳥取県 米子市久米町253 http://creativesupport-j.com/compony/index.html

455 株式会社グリニッチ 卸売,小売業 鳥取県 米子市四日市町45 http://www.greeniche.co.jp

456 有限会社岩崎塗装店 建設業 鳥取県 米子市博労町１－８ http://www.iwasakitosou.com/

457 株式会社ウチダレック 不動産業 鳥取県 米子市米原５－５－１７

458 株式会社桑本総合設計
専門・技術サー
ビス業

鳥取県 米子市皆生６－１－２５

459 有限会社中国塗装工業 建設業 鳥取県 米子市彦名507
460 名和食鶏有限会社 卸売・小売業 鳥取県 大山町豊茂７９－２
461 株式会社エムコ 製造業 鳥取県 境港市西工業団地５１
462 有限会社インテリア向洋 卸売・小売業 鳥取県 米子市両三柳１５５－６ http://www.i-koyo.jp/

463 ニット工房西部事務所 製造業 鳥取県
鳥取県西伯郡伯耆町溝口
２９８

464 ダックス株式会社
サービス業（他
に分類されない
もの）

鳥取県 米子市両三柳３０９

465 ひの木家 飲食店、宿泊業 鳥取県
米子市淀江町西原１０６
１－６

466 有限会社岡田商店 卸売・小売業 鳥取県 境港市幸神町353
467 株式会社Ｍ.Ｊ.ＮＥＸＴ 建設業 鳥取県 米子市両三柳5077
468 有限会社岡本美術印刷 情報通信業 鳥取県 米子市両三柳2375-5
469 有限会社インフィニティ 卸売・小売業 鳥取県 米子市米原９丁目８−２５
470 新和産業株式会社 建設業 鳥取県 境港市元町１２４－１ http://www.sin-wa.com/

471 山陰車両整備株式会社
サービス業（他
に分類されない
もの）

鳥取県 米子市米原４－６－６２ http://www.saninsharyo.com/

472 有限会社フレッシュ電子 製造業 鳥取県
鳥取県西伯郡南部町阿賀
８２５－１

473 柏尾自動車
専門・技術サー
ビス業

鳥取県
米子市夜見町１９２６－
１

474
有限会社　ロイヤルコー
ヒー

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

475
名和ドライクリーニング
有限会社

生活関連ｻｰﾋﾞｽ
業,娯楽業

鳥取県 大山町富長742-1 http://nawadry.cleaning

476 有限会社亀山設計
学術研究・専
門・技術サービ
ス業

鳥取県 米子市両三柳724-11

477 株式会社日星クリエイト 卸売・小売業 鳥取県
鳥取県西伯郡伯耆町久古
１２７－３

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

478 マカロニ食堂 飲食店、宿泊業 鳥取県 米子市四日市町４６



479 株式会社ユニサン 卸売,小売業 鳥取県 米子市安倍103-1

480 hair Days
サービス業（他
に分類されない
もの）

鳥取県 米子市西福原2-2-23

481 有限会社吉川特装自動車
サービス業（他
に分類されない
もの）

鳥取県 米子市古豊千７７５－６

482 有限会社寝具の木下 卸売・小売業 鳥取県 米子市旗ヶ崎2-18-1

483 グラムデザイン
学術研究・専
門・技術サービ
ス業

鳥取県 米子市西福原3-7-32 http://gramdesign.biz/

484 木村産業株式会社 卸売・小売業 鳥取県 境港市小篠津町２０
485 有限会社共立製缶工業 製造業 鳥取県 米子市吉岡３５６－５

486
フレッシュベジタブル京
谷

農業・林業 鳥取県
米子市淀江町西原１３３
２－４８

http://www.freshvegetable-kyoutani.com

487 フェールラヴィ
生活関連ｻｰﾋﾞｽ
業,娯楽業

鳥取県 米子市上福原3-8-1 http://faireravie.com

488 株式会社ＤＡＲＡＺ
卸売・小売業：
不動産業・ｻｰﾋﾞｽ
業

鳥取県 米子市法勝寺町70

489 有限会社青光社
サービス業（他
に分類されない
もの）

鳥取県
米子市錦町１丁目１６３
－３

http://www.seikousha-grp.com

490 ベストバイ山陰株式会社 卸売・小売業 鳥取県
米子市糀町２－１９６－
１

http://bbap.asia/index.html

491 株式会社米吾 製造業 鳥取県 米子市奈喜良248-4 http://www.komego.co.jp/

492 株式会社百合貿易 卸売・小売業 鳥取県 米子市米原２－１－１

493 後藤事務所
専門・技術サー
ビス業

鳥取県 米子市茶町６１番地

494 有限会社照商
サービス業（他
に分類されない
もの）

鳥取県 米子市米原3-13-10

495 ｙｏｋａｉｃｈｉ
宿泊業,飲食ｻｰﾋﾞ
ｽ業

鳥取県 米子市四日市町79

496 株式会社オーガナイズ
サービス業（他
に分類されない
もの）

鳥取県 米子市彦名町80-38 http://www.org-k.net

497 （有）アクティブ・プロ
その他のサービ
ス業

鳥取県 米子市夜見町 http://www.act-p.net

498
有限会社米子メカサービ
ス

サービス業（他
に分類されない
もの）

鳥取県 米子市下新印１３２

499 有限会社いけがみ 製造業 鳥取県 米子市錦町２丁目２０５ http://www.mochi-ikegami.jp/

500 社会福祉法人日翔会 医療、福祉 鳥取県 日野郡日野町根雨７３０
501 医療法人社団日翔会 医療、福祉 鳥取県 日野郡日野町根雨７３０

502
山陰建設サービス株式会
社

建設業 鳥取県
米子市夜見町３０８３－
５

503 ピアノピアノ
飲食ｻｰﾋﾞｽ、宿泊
業

鳥取県 米子市万能町175

504 有限会社ジャプロ 情報通信業 鳥取県
鳥取県西伯郡伯耆町久古
１４８４−１

http://www.japro.net/

505 マルコウ運輸株式会社 運輸業 鳥取県 米子市高島２６６－１０ http://www6.ocn.ne.jp/～marukou/

506 有限会社シオテック 建設業 鳥取県
鳥取県西伯郡日吉津村日
吉津25-1

507 株式会社松下食品
飲食ｻｰﾋﾞｽ、宿泊
業

鳥取県 米子市両三柳207-5

508 株式会社デマンド 医療、福祉 鳥取県 米子市皆生2丁目13番13号 http://yuyu-yonago.co.jp/

509 有限会社境港三栄マリン
複合サービス事
業

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

510 有限会社島津組 建設業 鳥取県 米子市上福原235-1 http://www.shimazugumi.com

511 しらいし内科クリニック 医療、福祉 鳥取県
鳥取県西伯郡日吉津村富
吉1139

512
有限会社白土自動車修理
工場

その他のサービ
ス業

鳥取県 日野郡日南町霞927-6



513
有限会社マリン環境研究
所

卸売・小売業 鳥取県 米子市車尾3-5-28

514
山陰すぎもと物流有限会
社

運輸業・郵便業 鳥取県 米子市二本木１０８８−１

515 株式会社葬仙
サービス業（他
に分類されない
もの）

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

516 ビストロ・ド・スズキ 飲食店、宿泊業 鳥取県 米子市西町９０－３

517 陶山醤油株式会社 製造業 鳥取県
米子市淀江町佐陀１２９
１－６

518 NPO法人サポートイルカ 医療･福祉 鳥取県 米子市新山１
519 株式会社SOLA 医療･福祉 鳥取県 米子市新山３１６

520
株式会社　インテリア　
セオ

建設業 鳥取県 米子市米原１－７－１ http://www.interior-seo.co.jp

521
株式会社日本マイクロシ
ステム

製造業 鳥取県 米子市高島２８－１ http://www.jpms.co.jp

522 カット＆パーマ　美絵夢
生活関連ｻｰﾋﾞｽ
業,娯楽業

鳥取県 米子市明治町２５５

523
株式会社フラワーマー
ケット米子

卸売,小売業 鳥取県 米子市両三柳2902－5

524 有限会社マイシン測量
学術研究・専
門・技術サービ
ス業

鳥取県 米子市永江４５５

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

526 Jepun Sari
専門・技術サー
ビス業

鳥取県
米子市皆生温泉３－１６
－１

527 有限会社辻谷自動車
サービス業（他
に分類されない
もの）

鳥取県
米子市観音寺新町４－８
－３２

528 安泰アパレル株式会社 製造業 鳥取県
鳥取県西伯郡伯耆町溝口
２９８

529
株式会社スマイルキュー
ブ

複合サービス業 鳥取県 米子市明治町125 http://www.yonago-wedding.jp/

530 有限会社山本整備
電気・ガス・熱
供給・水道業

鳥取県
米子市新開６－１５－１
０

531 椿自動車
サービス業（他
に分類されない
もの）

鳥取県 米子市夜見町2008-2

532 株式会社RISK
サービス業（他
に分類されない
もの）

鳥取県 米子市四日市町８０ http//www.risk-8.com

533
グローバルコンベンショ
ン株式会社

専門・技術サー
ビス業

鳥取県 米子市下郷98

534 オキイ清掃有限会社
サービス業（他
に分類されない
もの）

鳥取県 境港市芝町１２３９−１

535 株式会社ワコール―ブ 卸売・小売業 鳥取県
米子市流通町１５８－１
４

536 有限会社サイン技研 情報通信業 鳥取県 米子市両三柳4573 http://www.sign-giken.com/gaiyo/index.html

537 有限会社米子造園 建設業 鳥取県 米子市夜見町2945-6

538 株式会社ＢＳＳ企画
サービス業（他
に分類されない
もの）

鳥取県
米子市西福原１－１－７
１

http://bss-kikaku.com/

539 協同組合レングス 建設業 鳥取県 南部町法勝寺７０
540 永見株式会社 卸売,小売業 鳥取県 米子市西福原3-6-45

541
有限会社タイヤセンター
ナガミ

卸売・小売業 鳥取県
米子市旗ケ崎６－１－３
８

542 有限会社中海工業
サービス業（他
に分類されない
もの）

鳥取県 境港市芝町９５８−７

543 ナワタ不動産株式会社 不動産業 鳥取県
米子市上福原２－１－６
５

544 有限会社米子プリント社 製造業 鳥取県 米子市 旗ヶ崎２２１８



545
株式会社マックスサポー
ト

サービス業（他
に分類されない
もの）

鳥取県
米子市東町２３４　米子
開発ビル３F

http//www.max-support.co.jp

546 有限会社西山商店 運輸業,郵便業 鳥取県 米子市西福原9-5-16
547 医療法人昌生会 医療、福祉 鳥取県 米子市中島２－１－４６

548
ペットランド ジャスティ
ス

サービス業（他
に分類されない
もの）

鳥取県 米子市石州府１０－１

549 ヤスダ自動車鈑金塗装
その他のサービ
ス業

鳥取県 米子市両三柳1995-2 http://www.yasuban.com

550 有限会社　野口運送 運輸業 鳥取県
東伯郡琴浦町八幡２２５
－１

http://nogu-chi.com/

551 医療法人野坂歯科医院 医療、福祉 鳥取県 米子市福市１７２５－１ http://nosakashikadental.com/

552 クープクレール
専門・技術サー
ビス業

鳥取県
米子市富士見町２－１３
４

http://www.coupeclair.com/coupe.html

553 株式会社三徳興産 建設業 鳥取県 米子市榎原１４５２－１

554
カルテック・ジャパン株
式会社

卸売・小売業 鳥取県 米子市長砂町９２７－８

555 原廻自動車
その他のサービ
ス業

鳥取県 米子市両三柳879

556 株式会社ヒキノ 製造業 鳥取県 境港市外江町3730-10 http://www.fsinet.or.jp/hikino-y

557 有限会社マルシン産業
サービス業（他
に分類されない
もの）

鳥取県 米子市長砂８０５

558 Kiitos（キートス）
生活関連ｻｰﾋﾞｽ
業,娯楽業

鳥取県 米子市上福原１－２－７

559 有限会社安全ガラス
サービス業（他
に分類されない
もの）

鳥取県 米子市吉岡６９－１４

560 株式会社文化の友 卸売・小売業 鳥取県 米子市上福原318 http://www.bookyard.jp/corporate/

561 ダイニチ技研株式会社
専門・技術サー
ビス業

鳥取県
鳥取県西伯郡大山町西坪
４８２

http://www.dainichi-g.com/

562 有限会社鳥果運輸 運輸業 鳥取県
東伯郡琴浦町八幡６１－
１

563 マスダ美容室
サービス業（他
に分類されない
もの）

鳥取県 米子市河崎１０９０－１

564
有限会社松井オートサー
ビス

サービス業（他
に分類されない
もの）

鳥取県
鳥取県西伯郡大山町塩津
８３４－２

565
有限会社山陰プリント
ケース

複合サービス事
業

鳥取県 米子市両三柳657-3

566 株式会社松和建設 建設業 鳥取県
米子市車尾５丁目４番１
９号

http//matsuya-reform.com

567 株式会社カイシン 医療、福祉 鳥取県
米子市皆生温泉２－８－
１１

99g72end@wind.ocn.ne.jp

568 株式会社まつした 製造業 鳥取県 米子市流通町25-13 http://www.yonagomatsushita.jp/

569
有限会社プロテア・ジャ
パン

宿泊業,飲食ｻｰﾋﾞ
ｽ業

鳥取県 米子市西福原5-2-23 http://puroteajapan.jp

570 社会福祉法人めぐみの風
教育、学習支援
業

鳥取県
米子市旗ケ崎１－３－１
０

571 有限会社マツバラ電装
サービス業（他
に分類されない
もの）

鳥取県
米子市東福原２丁目１３−
２

572 NPO法人 メルヘン福祉会 医療･福祉 鳥取県
鳥取県西伯郡伯耆町久古
1042

http://www.yume-21.net/

573 株式会社松本油店 卸売・小売業 鳥取県
米子市流通町１５８－２
０

574 有限会社スバル代行 運輸業,郵便業 鳥取県 米子市米原9－11－13 http://subarudaiko.com

575 有限会社衣料ノまつもと 卸売・小売業 鳥取県 米子市大篠津町４９２１
576 株式会社共友 運輸業 鳥取県 境港市昭和町１３－１７

577 北陽石油店 卸売・小売業 鳥取県
米子市彦名町２０６８－
１

578 One’ｓ（ワンズ） 卸売・小売業 鳥取県 米子市安倍１７２－２



579
株式会社東横イン米子駅
前

飲食ｻｰﾋﾞｽ、宿泊
業

鳥取県 米子市明治町100 http//www.toyoko-inn.com

580 学校法人米子自動車学校
教育、学習支援
業

鳥取県
米子市旗ヶ崎2丁目15番1
号

http://www.yojiga.net/

581 有限会社サジ・アーツ
専門・技術サー
ビス業

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

582 有限会社三和水道工業所 建設業 鳥取県 米子市錦町２丁目８３
583 有限会社山根動物病院 医療、福祉 鳥取県 米子市米原5-6-17 http://www.hal.ne.jp/yamane-h/facframe.htm

584
カフェレストラン　ク
ローバー

飲食店、宿泊業 鳥取県 米子市尾高２７７４－１

585 山本金属工業株式会社 製造業 鳥取県 米子市淀江町今津１３６

586 株式会社アリビオ
生活関連ｻｰﾋﾞｽ
業,娯楽業

鳥取県 米子市西福原5-6-30

587 ユアサ工業 製造業 鳥取県 米子市彦名町２３６１
588 株式会社Optica　ワダ 卸売・小売業 鳥取県 米子市上福原1455-2 http://optica-wada.com/e8.html

589 有限会社ダイナ・アート
専門・技術サー
ビス業

鳥取県 米子市彦名町７１０７

590 エレックス株式会社 情報通信業 鳥取県 米子市中島2-2-34 http://www.elex-yonago.com/elex-profile.html

591
有限会社　アイケー・産
業システム

製造業 鳥取県 米子市諏訪１７０５－１

592 株式会社エッグ 情報通信業 鳥取県
米子市西福原４－１１－
３１

http://www.egg.co.jp/

593
有限会社ケアサービス米
子

医療、福祉 鳥取県 米子市角盤町3-141 http://www.careservice-yonago.ecnet.jp/company/company.htm

594 株式会社　実重鉄工所 建設業 鳥取県 米子市蚊屋２４６－４

595
光電気ＬＥＤシステム株
式会社

情報通信業 鳥取県 米子市夜見町827-5 http://www.hikari-system.com/

596 株式会社　カノン 製造業 鳥取県 米子市八幡４９５

597 有限会社　日野運送 運輸業 鳥取県
米子市石州府７５９－１
４

598 株式会社カワバタ印刷 製造業 鳥取県 境港市竹内団地２６７ http://kawabata.macserver.jp

599 ヴィークウォーター
生活関連ｻｰﾋﾞｽ
業,娯楽業

鳥取県 米子市皆生３丁目18-1

600 有限会社テック 建設業 鳥取県 米子市一部162-2

601
ケーキショップMARO　
MARO

卸売,小売業 鳥取県 境港市外江町2357-5 http://cake-maromaro.com

602
株式会社Ｌｅｓ　lien 
（ル　リアン）

生活関連ｻｰﾋﾞｽ
業,娯楽業

鳥取県 米子市旗ヶ崎1-10-7

603 株式会社寺子屋ウェーブ 卸売,小売業 鳥取県 境港市本町９
604 株式会社ﾌﾛｰｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ 卸売,小売業 鳥取県 米子市法勝寺町42 http://indigo-silver.com

605 株式会社hunter chance 建設業 鳥取県
鳥取県西伯郡南部町東町
4-18-301

606
西部ホンダ販売有限会社
カーセンサー

卸売・小売業 鳥取県 米子市安倍５１３－６ http://seibuhonda.com/

607 有限会社静間
その他の
サービス業

鳥取県 米子市旗ケ崎2丁目11-30

608 有限会社石倉建設 建設業 鳥取県 米子市長砂町９３５－２
609 ケイビーシー株式会社 製造業 鳥取県 鳥取市里仁52-2 http://www.kawaguchi-group.jp/

610 株式会社　光河 建設業 鳥取県 米子市米原6丁目18-29 https://www.koga-ltd.com/

611 有限会社　吹野板金 製造業 鳥取県 米子市淀江町佐陀935-2 http://www.fukinobankin.com

612 クリーニング　ルーツ
生活関連サービ
ス・娯楽業

鳥取県 鳥取市湖山町東4丁目31-1

613
有限会社　サンシャイン
とうはく

飲食店・宿泊業 鳥取県
鳥取県東伯郡琴浦町徳万
437-10

614
株式会社　鳥取最上イン
クス

製造業 鳥取県 鳥取市古海303番地 http://www.saijoinx.com/

615 有限会社　秀栄自動車
その他のサービ
ス業

鳥取県
鳥取県東伯郡三朝町本線
667-4

http://www.syuei-jidousya.co.jp

616
合名会社いこいの広場ら
んちゅう

医療･福祉 鳥取県 日野郡江府町武庫1198-1

617 株式会社ケンズホーム
不動産業,物品賃
貸業

鳥取県 境港市元町25 http://www.kenshome.net/

618 株式会社eight 情報通信業 鳥取県
米子市加茂町２－１８０　
４０１号室



619
鳥取三菱自動車販売株式
会社

卸売・小売業 鳥取県
鳥取市松並町2丁目317番
地

http://www.tottori-mitsubishi-motor-sales.com/

620 山陰家具工業 製造業 鳥取県 鳥取市南町810
621 株式会社　コタニ 卸売・小売業 鳥取県 鳥取市商栄町221-9

622 BREMEN
生活関連ｻｰﾋﾞｽ
業,娯楽業

鳥取県
米子市皆生温泉３丁目１
６－３６

623 森のようちえんmitikusa 教育,学習支援業 鳥取県
鳥取県西伯郡伯耆町二部
647

624 株式会社八幡運輸 運輸業,郵便業 鳥取県 米子市淀江町中間863

625
医療法人社団りつ歯科医
院

医療･福祉 鳥取県 米子市夜見町2279-2 http://www.ritsu.com

626 有限会社　三谷建築板金 建設業 鳥取県 倉吉市生田80-13 http://mitani-kb.com

627
有限会社掛水クリーニン
グﾞ店

生活関連ｻｰﾋﾞｽ
業,娯楽業

鳥取県 米子市東福原3丁目6-24

628 有限会社カンダ技工 製造業 鳥取県 米子市河崎1008-1 http://www.kandagiko.com/

629 伯耆のきのこ 農業・林業 鳥取県 米子市一部183-2 http://houkinokinoko.tottori.jp/

630 NPOぴのきお 医療･福祉 鳥取県
米子市東福原8丁目24番1
号

631
有限会社　本田モーター
ス

卸売・小売業 鳥取県
鳥取県東伯郡三朝町今泉
1068-2

http://www.honda-motors.net/

632
有限会社　ビデオセン
ターヤマガタ

卸売・小売業 鳥取県 鳥取市川端1丁目203番地

633 Oshare Hausu SILVA
生活関連サービ
ス・娯楽業

鳥取県 倉吉市清谷町1丁目80-2

634 ㈲ﾀｲﾔ館米子 卸売業,小売業 鳥取県 米子市上福原5丁目15-52 https://tk-yonago.jp
635 谷口建築 建設業 鳥取県 米子市夜見町1844‐11 https://tanigutikentiku.amebaownd.com/

636 株式会社ミテック 建設業 鳥取県 米子市吉谷217
637 （有）大進木型工業所 製造業 鳥取県 米子市富益町4533
638 （有）ラブリーガーデン 卸売業,小売業 鳥取県 米子市両三柳839

639 AZTic
生活関連ｻｰﾋﾞｽ
業,娯楽業

鳥取県 米子市道笑町1-3

640 中西造園 建設業 鳥取県 米子市淀江町小波1217

641 （株）白鳳
生活関連ｻｰﾋﾞｽ
業,娯楽業

鳥取県 米子市淀江町福岡1548-1

642 いずみ農園 農業・林業 鳥取県 米子市夜見町107-1

643 株式会社　みやび 建設業 鳥取県
倉吉市福庭町1丁目557番
地1

644 株式会社C.O.S（ｼｰｵｰｴｽ）
専門・技術サー
ビス業

鳥取県
米子市灘町2丁目31番地　
105号

645 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

646 有限会社　みつや美容室
生活関連サービ
ス・娯楽業

島根県 雲南市大東町飯田91-14

647
株式会社　イワタクリエ
イト

製造業 島根県 松江市東出雲町錦浜583-5 http://www.iwakuri.jp/

648 株式会社　ちいきおこし 卸売・小売業 島根県 松江市玉湯町玉造44-4

649
株式会社フィッシャーマ
ンズキャビン

飲食店・宿泊業 島根県 松江市上乃木1丁目26-22

650 フェリーチェ 飲食店・宿泊業 島根県
雲南市三刀屋町三刀屋
106-1

651 シェリール
生活関連サービ
ス・娯楽業

島根県
松江市東出雲町錦新町5丁
目2-1

http://cherir.hippy.jp/

652 光栄刺繍 製造業 島根県 雲南市三刀屋町粟谷58-1

653 株式会社Lino wahine
生活関連サービ
ス・娯楽業

島根県 松江市東朝日町125-6 http://nail-glitter.info/

654 有限会社　タクトビルト 建設業 島根県 松江市川原町219-8
655 有限会社　ハザマ 卸売・小売業 島根県 安来市赤江町1036-10
656 株式会社　やつかの郷 医療・福祉 島根県 松江市八束町二子1025-9
657 有限会社　シャルル 卸売・小売業 島根県 松江市菅田町136-11 https://www.matsue-sharuru.jp/

658 モルツウェル株式会社 製造業 島根県 松江市黒田町454-3 http://www.morzwell.co.jp/

659
株式会社　システム工房
エム

情報通信業 島根県 松江市西津田3-2-3 http://www.kouboum.co.jp/

660 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/

661 株式会社　藤原茶問屋 製造業 島根県 雲南市大東町大東1677-1 http://chadonya.com/



662 株式会社　福島造園 建設業 島根県 出雲市斐川町荘原2210-5

663
有限会社　クオリティラ
イフ

医療・福祉 島根県
仁多郡奥出雲町下横田27-
1

664 株式会社　美田 飲食店・宿泊業 島根県
仁多郡奥出雲町稲原2128-
1

665 株式会社　いちい 建設業 島根県
松江市玉湯町湯町１４７
－１

http://ichii-archi.jp/

666 株式会社　昌栄工業 建設業 島根県
松江市東出雲町内馬1412-
1

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

668
トータルキッチンデリバ
リー

生活関連サービ
ス・娯楽業

島根県
松江市東出雲町錦新町5-
2-18

669 ライフスタイル 建設業 島根県
雲南市三刀屋町下熊谷
1735-1

http://lifestyle-shimane.jp/

670 グローバーク株式会社 製造業 島根県 松江市上乃木8-1-7-203 http://www.globarc.jp/
671 一畑住設株式会社 建設業 島根県 松江市宍道町白石229-23 http://www.ichibata.co.jp/jyusetsu/

672 有限会社　ミカズ
生活関連サービ
ス・娯楽業

島根県 松江市東出雲町出雲郷774

673 株式会社　百合貿易 卸売・小売業 島根県
松江市東出雲町揖屋1090-
1

https://yuriboueki.jimdo.com/

674 Green's Baby 飲食店・宿泊業 島根県 松江市殿町204
675 隠岐酒造株式会社 製造業 島根県 隠岐郡隠岐の島町原田174 http://okishuzou.com/
676 有限会社　常松鉄工 製造業 島根県 出雲市斐川町荘原3163-12
677 株式会社　如水舎 医療・福祉 島根県 雲南市大東町養賀772-1

678 有限会社　ラ・クープ
生活関連サービ
ス・娯楽業

島根県 松江市砂子町196-1

679
島根自動車学校　学校法
人東部自動車学校

その他のサービ
ス業

島根県 松江市西津田5-23-23

680
株式会社　安来ドライビ
ングスクール

その他のサービ
ス業

島根県 安来市荒島町1774-3

681
株式会社　コダマサイエ
ンス

その他のサービ
ス業

島根県 松江市西嫁島2-8-23

682 有限会社　曽田酒店 卸売・小売業 島根県 松江市上乃木2-22-5

683
株式会社　ソコロシステ
ムズ

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

684
有限会社　ブルーム　ふ
るさとの杜

医療・福祉 島根県
仁多郡奥出雲町三沢927-
58

685
有限会社　ブルーム　ふ
るさと風の家

医療・福祉 島根県
仁多郡奥出雲町三沢927-
58

686
有限会社 ブルーム デイ
サービス奥出雲 ふるさと
の家

医療・福祉 島根県 仁多郡奥出雲町下横田893

687 株式会社　soil
生活関連サービ
ス・娯楽業

島根県 安来市広瀬町町張17-1

688
株式会社　TFCメディアラ
ボ

情報通信業 島根県 雲南市大東町新庄1434-1

689 有限会社　フィット 製造業 島根県 仁多郡奥出雲町三成240-1
690 有限会社　サンコー 製造業 島根県 仁多郡奥出雲町八代258-1

691 株式会社　Rendez-Vous
生活関連サービ
ス・娯楽業

島根県 松江市上乃木8-1-3 http://www.rendez-vous-72.jp/

692
有限会社　日本料理ほう
吉

飲食店・宿泊業 島根県 出雲市斐川町荘原3180-24

693 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

694 有限会社　玉木製麺 製造業 島根県 出雲市斐川町沖洲1620

695
有限会社　浜田レンタ
リース

金融・保険業 島根県 浜田市長沢町3132-1

696 有限会社　やなぎ水産 卸売・小売業 島根県 浜田市原井町3050-19

697
公益財団法人　　　　　　
　　　島根県西部山村振
興財団

製造業 島根県
浜田市弥栄町長安本郷
399-1



698
社会福祉法人　　　　　　
　　江津市社会福祉協議
会

その他のサービ
ス業

島根県 江津市江津町1518番地1 http://gotsu-syakyo.jp/

699
社会福祉法人　日脚保育
園

医療・福祉 島根県 浜田市日脚町771番地 www.ans.co.jp/n/hinashi/

700 おぐら美容室
生活関連サービ
ス・娯楽業

島根県 浜田市錦町35番地

701 浜田電気工事　株式会社
電気・ガス・熱
供給・水道業

島根県 浜田市殿町51番地22

702 合同会社　久領創建 建設業 島根県 鹿足郡吉賀町注連川547

703
有限会社　高村　サン
ガーデン輝らら

医療・福祉 島根県 浜田市金城町今福1473-1

704 マルサ石油　有限会社 卸売・小売業 島根県
江津市二宮町神主ハ528番
地4

http://marusa.oops.jp

705
リハビリテーションカ
レッジ島根

教育・学習支援
業

島根県
浜田市三隅町古市場2086-
1

http://www.rcs/ac/jp

706 津田木工所 製造業 島根県 鹿足郡吉賀町朝倉237-1
707 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 https://www.probizmo.co.jp/

708
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321-3 http://www.sjc-inc.co.jp/

709 株式会社日本ハイソフト 情報通信業 島根県
島根県出雲市西新町1丁目
2548-7

http://www.jhsc.co.jp/

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

711
株式会社コスモ建設コン
サルタント

専門・技術サー
ビス業

島根県 出雲市斐川町荘原2226-1 http://cosmoc.jp/

712
島建コンサルタント株式
会社

専門・技術サー
ビス業

島根県 出雲市大社町入南1307-45 http://www.simaken.co.jp/

713
株式会社ワールド測量設
計

専門・技術サー
ビス業

島根県 出雲市斐川町直江4606-1 http://www.world-ss.co.jp/HP2/

714 有限会社日吉製菓 製造業 島根県 出雲市長浜町659-19 http://hiyoshi-seika.shop-pro.jp/

715 山陰冷暖株式会社 建設業 島根県 出雲市今市町840-3 http://www.reidan.co.jp/

716 山陰防災電機株式会社 建設業 島根県 出雲市西園町206-1 http://www.saninbousai.jp/

717
島根県中古自動車販売商
工組合

その他のサービ
ス業

島根県 出雲市神西沖町800-1 http://www.ju-shimane.com/

718 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

719 中島自動車
その他のサービ
ス業

島根県 出雲市斐川町黒目493-2

720 有限会社スミカワ 卸売・小売業 島根県 出雲市渡橋町1051-1
721 株式会社直江の家 医療・福祉 島根県 出雲市斐川町直江1231-1

722 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 http://hairs-mikami.com/

723 美容室ＡＬＯＨＡ
生活関連サービ
ス・娯楽業

島根県 出雲市大津朝倉1-4-17 https://alohatsu0233.jimdo.com/

724 有限会社ＵｐＷｅｌｌ 医療・福祉 島根県 出雲市大津町3645
725 社会福祉法人静和会 医療・福祉 島根県 出雲市大津町3529 http://www.seiryuuen.com/

726
株式会社朝山ファミリー
工房

製造業 島根県 出雲市所原町1642-2 http://www.komeko-mode.co.jp/

727 有限会社長崎モータース
その他のサービ
ス業

島根県 出雲市園町1261-4

728 有限会社三幸 医療・福祉 島根県 出雲市斐川町今在家403-1
729 株式会社ひより 医療・福祉 島根県 出雲市斐川町出西1767-3

730 有限会社ホームケア島根 医療・福祉 島根県
出雲市斐川町上直江2139-
135

731 有限会社つかさ 医療・福祉 島根県 出雲市平田町1953-3
732 社会福祉法人星隆会 医療・福祉 島根県 出雲市塩冶町338-1 http://www.seiryuhkai.com/index.html

733
株式会社ケア・サポート
祐瑛

医療・福祉 島根県 大田市静間町1241-6

734 株式会社みのり 医療・福祉 島根県 出雲市古志町627-2
735 有限会社伊野本陣 医療・福祉 島根県 出雲市美野町504 http://inohonjin.jp/

736
エステサロン　ＰＵＲＬ
Ｙ

生活関連サービ
ス・娯楽業

島根県
出雲市大津朝倉1-4-17
ﾋﾞｭｰﾃｨﾓｰﾙｻｽｹ2Ｆ

http://www.purly.jp/

737 ＫＩＬＴ
生活関連サービ
ス・娯楽業

島根県 出雲市塩冶町661-3

738 有限会社須田工作所 製造業 島根県 出雲市斐川町神氷2535-23



739 株式会社吉岡製菓 製造業 島根県 出雲市斐川町荘原3940 http://yoshioka.shimane.jp/

740
公益財団法人　しまね文
化振興財団

その他のサービ
ス業

島根県 松江市殿町158 http://www.cul-shimane.jp/zaidan/

741 島根水道株式会社 建設業 島根県
松江市宍道町佐々布213-
25

http://www.shimanesuidoh.jp/

742 明石屋株式会社 卸売・小売業 島根県 松江市宍道町佐々布303-7 http://akashiya-recruit.com/

743 アサヒ工業株式会社 建設業 島根県 松江市竹矢町1343-1 http://www.asahikk.com/

744
マルシェマシナリー株式
会社

製造業 島根県
松江市東出雲町揖屋2299-
4

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

745 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/

746 結び株式会社 飲食店・宿泊業 島根県
松江市東出雲町揖屋2299-
4

747
有限会社　アニバーサ
リーカンパニー

卸売・小売業 島根県 松江市西川津町4271 http://www.anniversary-company.com/

748 社会福祉法人　ふらっと 医療・福祉 島根県 松江市北田町269 http://s-flat.or.jp/

749
株式会社　トータルエン
ジニアリング

製造業 島根県
松江市八束町江島1128-
118

750
太陽ケーブルテック株式
会社

製造業 島根県 江津市二宮町神主2230 http://www.taiyocable.com/

751 重田建築 建設業 島根県 出雲市湖陵町大池537-1

752
医療法人　祐和会　グ
ループホーム　アンジュ

医療・福祉 島根県 松江市西津田4-7-18

753
医療法人　祐和会　グ
ループホーム　ユーミー

医療・福祉 島根県 松江市津田町313

754
ドクターリセラ株式会社 
江津カスタマーセンター

卸売・小売業 島根県 江津市和木町508-1 http://www.dr-recella.com/

755
株式会社　日本パーカー
ライジング広島工場 江津
事業所

製造業 島根県 江津市松川町上河戸390-6 http://www.hiroshima-parker.co.jp/

756 MODESTO 製造業 島根県 松江市上乃木6-17-64 http://www.modesto-leather.com/

757 有限会社　樹 卸売・小売業 島根県
松江市西川津748-51　
コーポだけみ1階

758
株式会社　ライブ・コン
サルタント

金融・保険業 島根県 松江市南田町45-1

759 フォトスタジオ　あすか
専門・技術サー
ビス業

島根県 松江市春日町616-2

760 ＬＯＦＴ 飲食店・宿泊業 島根県 松江市寺町199-1

761
社会福祉法人　かも福祉
会　養護老人ホーム　宇
寿荘

医療・福祉 島根県 雲南市加茂町加茂中928

762 有限会社　藤谷産業 不動産業 島根県
松江市東出雲町出雲郷
747-1

http://www.fujitani-sangyo.co.jp/

763 有限会社ask
生活関連サービ
ス・娯楽業

島根県 松江市学園1-22-7-401 http://hair-ask.com/

764 有限会社　マダムマキ 卸売・小売業 島根県 松江市西茶町26-1009
765 プラス1技建株式会社 建設業 島根県 松江市大草町1050-2

766
フラットスタイル株式会
社

製造業 島根県 松江市新雑賀町4-6

767
隠岐ふるさと直売所協同
組合

卸売・小売業 島根県
隠岐郡隠岐の島町西町八
尾の-48-11

768 松江シティFC株式会社
その他のサービ
ス業

島根県 松江市白潟本町30

769
株式会社　オリエンタル
リリー

飲食店・宿泊業 島根県 松江市玉湯町玉造84-10

770 昭和産業　有限会社 建設業 島根県 浜田市黒川町97番地10

771
株式会社 MAX POWER 
SOUND

その他のサービ
ス業

島根県 浜田市高佐町879番地

772 有限会社　中央
その他のサービ
ス業

島根県 江津市和木町571-7

773
江津市子育てサポートセ
ンター

医療・福祉 島根県 江津市江津町1518-1 http://www.kosodate-hitomaro.jp/

774 有限会社　金鉄
生活関連サービ
ス・娯楽業

島根県 浜田市西村町1913-1



775 株式会社　丸厨 卸売・小売業 島根県 浜田市下府町327-121

776
有料老人ホーム　さくら
が丘

医療・福祉 島根県
江津市桜江町小田856番地
10

777 有限会社　石田工務店 建設業 島根県 江津市渡津町880 http://dream-i.info/
778 株式会社　岡田屋本店 製造業 島根県 益田市染羽町5-7 http://www.kikuyasaka.co.jp

779 株式会社　藤若農産 農業・林業 島根県 浜田市金城町小国ハ259
780 共同青果　株式会社 卸売・小売業 島根県 浜田市下府町327-80
781 ナダカツ　株式会社 製造業 島根県 浜田市原井町3050番地41
782 庭の園山 建設業 島根県 出雲市大社町中荒木243

783 玉木良夫行政書士事務所
専門・技術サー
ビス業

島根県 出雲市美談町423-2

784 株式会社農援隊
専門・技術サー
ビス業

島根県 出雲市下古志町1650 http://www.agri-s.jp/

785 ブーランジェリーミケ 卸売・小売業 島根県
出雲市大社町杵築南1342-
7

786 株式会社ひまり 医療・福祉 島根県 出雲市馬木町758-2
787 社会福祉法人ウェルＮＣ 医療・福祉 島根県 大田市波根町1290-1 http://www.well-nc.or.jp/

788 株式会社育川 医療・福祉 島根県 出雲市武志町755-2
789 有限会社松本商店 卸売・小売業 島根県 出雲市斐川町学頭820

790 有限会社前田設計事務所
専門・技術サー
ビス業

島根県 出雲市斐川町学頭1531-4

791 株式会社タケダ造園 建設業 島根県 出雲市下横町402 http://www.takezofarm.co.jp/

792 有限会社高橋工務店 建設業 島根県 出雲市斐川町荘原3968 http://totoro36.com/
793 株式会社ライフサポート 医療・福祉 島根県 大田市鳥井町鳥井1204 http://kirenge.jp/
794 有限会社ほり江 飲食店・宿泊業 島根県 出雲市平田町1826-20 http://hotel-horie.com/
795 株式会社おおやしろ工業 建設業 島根県 出雲市浜町319-6 http://o-yasiro.com/
796 株式会社ひらた 飲食店・宿泊業 島根県 出雲市西平田町219

797 株式会社フォーシンク
専門・技術サー
ビス業

島根県 出雲市高岡町291番地1

798 中華食堂一番 飲食店・宿泊業 島根県 出雲市大地朝倉1-7-6

799
株式会社アイティープロ
デュース

情報通信業 島根県
出雲市駅南町2-3-1エイ
コー駅南ビル3Ｆ

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

800 株式会社　ラルジェス
教育・学習支援
業

島根県 松江市黒田町248-1 http://largesse.co.jp/

801 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611-5 http://higashiizumokankou.jp/

802 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55-4
803 株式会社　エムテック 建設業 島根県 松江市上乃木5-1-14
804 株式会社　巴 飲食店・宿泊業 島根県 松江市伊勢宮町506番地

805
株式会社　巴コーポレー
ション

飲食店・宿泊業 島根県 松江市伊勢宮町535番地

806
有限会社　あうんダイニ
ング

飲食店・宿泊業 島根県 松江市山代町221-2

807 雲州そろばん協業組合 製造業 島根県
仁多郡奥出雲町下横田76-
5

http://unsyusoroban.com/

808
有限会社　山陰エスピー
プランニング

情報通信業 島根県
松江市西嫁島1-2-11原ビ
ル3F

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

809 ヘアヒーリングトロワ
生活関連サービ
ス・娯楽業

島根県 安来市安来町608-1

810 ステンレス産業株式会社 製造業 島根県
松江市東出雲町出雲郷
751-1

http://sanin-sutenless.jp/

811 ゆめパン 製造業 島根県
松江市東出雲町出雲郷
751-1

812 hair design Lily
生活関連サービ
ス・娯楽業

島根県 松江市学園1-12-5-2F http://www.hairdesign-lily.com/

813 株式会社　高橋産業 製造業 島根県
松江市宍道町佐々布868-
16

http://www.takahashi-sangyo.jp/

814
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/

815
しまね有機ファーム株式
会社

卸売・小売業 島根県 江津市桜江町市山507-1

816
就職サポートセンター　
ミドル・シニア仕事セン
ター浜田

その他のサービ
ス業

島根県
浜田市田町1655番地　第
２オリンピアビル１F

http://www.shimane-jss.net/



817 株式会社　ISP
その他のサービ
ス業

島根県 浜田市久代町1117-2

818 株式会社　アイ企画
その他のサービ
ス業

島根県 浜田市下府町1689-6 ai-fit.com

819
サイクルセンターまつし
ま

卸売・小売業 島根県 益田市駅前町10-17

820
有限会社　桜江町桑茶生
産組合

農業・林業 島根県
江津市桜江町市山507番地
1

821 尾崎自動車　有限会社
その他のサービ
ス業

島根県 浜田市長沢町1492-7

822
ＮＰＯ法人石見の家　い
ろいろホーム　ゆったり

医療・福祉 島根県 江津市嘉久志町イ1735-1

823
合同会社　コミュニティ
サポート道知辺　ディ
ホームまったり

医療・福祉 島根県 江津市嘉久志町イ1249-12

824 有限会社　田中電設 建設業 島根県 江津市江津町220

825
特定非営利活動法人　て
ごねっと石見

専門・技術サー
ビス業

島根県 江津市江津町1517-2

826 島根合板　株式会社 製造業 島根県 浜田市治和町ロ895番地2

827 株式会社　ダサイ 製造業 島根県
江津市松川町下河戸180番
地4

828 有限会社　富士重機 建設業 島根県 江津市跡市町3572-9
829 アングル江津店 卸売・小売業 島根県 江津市渡津町156-3
830 ヒカワ精工株式会社 製造業 島根県 出雲市斐川町荘原3168 http://www.hikawaseiko.co.jp/

831 株式会社おかや 製造業 島根県 出雲市斐川町直江4844-1 http://www.okaya.ne.jp/

832 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

833 ＳＴＭ合同会社
生活関連サービ
ス・娯楽業

島根県 出雲市天神町855

834 株式会社イデア企画
生活関連サービ
ス・娯楽業

島根県 出雲市大社町杵築南1195

835 有限会社竹下美建 建設業 島根県 出雲市里方町1090
836 有限会社飯塚豊市商店 卸売・小売業 島根県 出雲市平田町1136 http://toyoichi.sn.shopserve.jp/

837 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

838 株式会社和工 建設業 島根県 出雲市大津町1881
839 京彩厨房　なが田 飲食店・宿泊業 島根県 出雲市大津町2096-20 http://www.kyousai-nagata.jp/

840 株式会社トーソク
専門・技術サー
ビス業

島根県 出雲市荻杼町482

841 イズテック株式会社
専門・技術サー
ビス業

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

842 株式会社ＳＡＭＵＲＡＩ 卸売・小売業 島根県 出雲市渡橋町754-5 http://samuraigirls2007.com/

843
一般社団法人大田市観光
協会

その他のサービ
ス業

島根県 大田市仁摩町仁万562-3

844 有限会社喜島塗装 建設業 島根県 出雲市荒茅町1347-10
845 株式会社サンコー 不動産業 島根県 出雲市平田町2260-37
846 株式会社シンソー 建設業 島根県 出雲市今市町南本町18-1
847 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

848
有限会社　松江ファミ
リー農園

医療・福祉 島根県 松江市竹矢町1116

849
株式会社　アサ・プライ
ム

卸売・小売業 島根県 松江市西川津町667-23

850 株式会社　グリッター
専門・技術サー
ビス業

島根県 松江市東朝日町125-6

851 株式会社T.T.C
専門・技術サー
ビス業

島根県
松江市学園2-26-36M&F第2
ビル

852 KARLY 飲食店・宿泊業 島根県 松江市殿町61

853 アルプロン製薬株式会社 製造業 島根県
雲南市加茂町南加茂1204-
1

854
有限会社　ジーンズマツ
ダ

製造業 島根県 飯石郡飯南町上来島530

855 雄秀園 建設業 島根県 松江市上東川津町744-6
856 ハイドアウト 飲食店・宿泊業 島根県 松江市上東川津町744-6



857 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

858 石原精工株式会社 製造業 島根県 松江市東出雲町錦浜583-4

859
株式会社　サンエーセイ
ミツ

製造業 島根県
松江市東出雲町下意東
747-1

860
山陰名産　來間屋生姜糖
本舗

製造業 島根県 出雲市平田町774

861
有限会社　メガネのモチ
ダ

卸売・小売業 島根県 松江市朝日町496

862 ネイルサロンミュー
生活関連サービ
ス・娯楽業

島根県
松江市千鳥町30ホテル一
畑1F

863 道の駅本庄企業組合 卸売・小売業 島根県 松江市野原町401-8

864
株式会社　ゼンキンメタ
ル

製造業 島根県 雲南市木次町里方1079-1 http://www.zenkinmetaru.co.jp/

865
有限会社　東洋ユニ
フォームセンター

卸売・小売業 島根県 松江市片原町103 http://toyo-yuni.p-kit.com/

866 有限会社　水都タクシー 運輸業 島根県 松江市東奥谷町46-1

867 ジョイファミリー
生活関連サービ
ス・娯楽業

島根県 松江市東津田町568-10

868
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7-9-16 http://www.cosmo-brain.com/

869 RK Beaute Le Groupe
生活関連サービ
ス・娯楽業

島根県 松江市浜乃木6-8-18 A号

870 有限会社　後山工務店 建設業 島根県 江津市跡市町385-2
871 浦田木材　株式会社 農業・林業 島根県 浜田市黒川町1572-1
872 有限会社　田中工務所 建設業 島根県 江津市嘉久志町イ1681-4

873
特定非営利活動法人　
Being

医療・福祉 島根県
浜田市金城町下来原973番
1

874
株式会社　リフレッシュ
かなぎ

飲食店・宿泊業 島根県 浜田市金城町七条イ980-1

875
株式会社　コンピュー
ターコンサルタント

情報通信業 島根県 浜田市朝日町70番地5

876
浜田ビルメンテナンス　
株式会社

その他のサービ
ス業

島根県 浜田市港町299番地17

877 株式会社　風の国 飲食店・宿泊業 島根県
江津市桜江町長谷2696番
地

878 社会福祉法人　花の村 医療・福祉 島根県 江津市後地町821
879 江津市森林組合 農業・林業 島根県 江津市江津町580-16
880 須山木材株式会社 製造業 島根県 出雲市白枝町139 http://www.suyamalumber.co.jp/

881 Hairshop　eight
生活関連サービ
ス・娯楽業

島根県 出雲市中野町610-5

882 株式会社島根日日新聞社 情報通信業 島根県 出雲市里方町544-1

883
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

884 夢の森いずも株式会社 医療・福祉 島根県 出雲市荒茅町1278-2
885 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2891-3
886 新宮建築 建設業 島根県 出雲市東林木町843-17

887
有限会社神戸川オート
サービス

その他のサービ
ス業

島根県 出雲市知井宮町156-6

888 株式会社島根人材育成
教育・学習支援
業

島根県 出雲市江田町290GS会館

889
株式会社あしたの為のＤ
ｅｓｉｇｎ

専門・技術サー
ビス業

島根県 出雲市高松町1400番地

890 株式会社　グラ・モーレ
生活関連サービ
ス・娯楽業

島根県 松江市西川津町4301-9

891
株式会社　セイデンコー
ポレーション

建設業 島根県 松江市比津町26-2

892 株式会社　アルプロン 製造業 島根県
雲南市加茂町南加茂1204-
1

893 有限会社　トム 製造業 島根県 仁多郡奥出雲町八代393
894 有限会社　奥出雲椎茸 農業・林業 島根県 仁多郡奥出雲町三沢98-3
895 ガトーリビドー 製造業 島根県 仁多郡奥出雲町三成665-8
896 株式会社　鳶建 建設業 島根県 松江市下東川津町2-4



897 株式会社　シンワ 製造業 島根県
松江市東出雲町下意東
2390

898
有限会社　KMクレドボ
ヌール

飲食店・宿泊業 島根県 松江市袖師町4-8-801

899 g air
生活関連サービ
ス・娯楽業

島根県 松江市西川津町774-27

900
学校法人　朋和学園　育
英保育園

教育・学習支援
業

島根県 松江市大庭町1197-1

901
学校法人　朋和学園　育
英幼稚園

教育・学習支援
業

島根県 松江市大庭町1197-1

902
学校法人　朋和学園　育
英北幼稚園

教育・学習支援
業

島根県 松江市下東川津町728-10

903 のなか動物病院
その他のサービ
ス業

島根県 松江市浜乃木2-2-1-6

904
株式会社　マツダオート
ザム松江

卸売・小売業 島根県 松江市西尾町15-8

905 千代延林業　有限会社 農業・林業 島根県 江津市桜江町大貫13番地 http://www.tiyonobu-ringyou.jp

906 株式会社　タイピック 卸売・小売業 島根県 益田市常盤町7番3号 http://typic.jp
907 豆茶香 飲食店・宿泊業 島根県 江津市江津町46
908 柏村印刷　株式会社 製造業 島根県 浜田市相生町3889番地 http://kashimura-printing.co.jp/

909 浜田工業　株式会社 製造業 島根県 浜田市周布町ロ24

910
一般社団法人　奥島根弥
栄

卸売・小売業 島根県
浜田市弥栄町長安本郷
542-1

http://www.okushimane.jp/

911 金城開発　株式会社
その他のサービ
ス業

島根県
浜田市金城町今福1502番
地2

http://www.kanagi-cc.co.jp

912 有限会社　みずほ楽器 卸売・小売業 島根県 浜田市浅井町1585 http://www.mizuho-gakki.co.jp/

913 有限会社　よしだや 飲食店・宿泊業 島根県 江津市有福温泉町708

914 大橋一良税理士事務所
その他のサービ
ス業

島根県
浜田市黒川町108-1東光台
ビル2-1号

915 かみのや　本店 卸売・小売業 島根県 浜田市朝日町1431番地
916 株式会社ＤＥタカキ 製造業 島根県 雲南市加茂町東谷1125
917 ＮＴＮ鋳造株式会社 製造業 島根県 出雲市灘分町475-1 http://www.ntn-casting.co.jp/index.cgi

918 株式会社ＦＵＬＶＵＭ
生活関連サービ
ス・娯楽業

島根県 出雲市白枝町1067-1

919
Ｈａｉｒ＆Ｒｅｌａｘ
美容室ブランコ

生活関連サービ
ス・娯楽業

島根県 出雲市平田町7116-1

920 秦精工株式会社 製造業 島根県 安来市黒井田町691番地 http://www.hadaseikou.co.jp/

921
株式会社ＹＡＭＡＮＥ
癒し処きらく

生活関連サービ
ス・娯楽業

島根県 出雲市小山町260-13

922
株式会社ナカヤ
ナカヤ寿楽

医療・福祉 島根県 出雲市荒茅町3106

923
株式会社　大勢シェル　
島根工場

製造業 島根県
松江市東出雲町揖屋3526-
4

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

924 株式会社　加藤商店 卸売・小売業 島根県
仁多郡奥出雲町三成1667-
9

925 ポプラ横田中央店 卸売・小売業 島根県
仁多郡奥出雲町横田1029-
1

926 株式会社サン・セロ 製造業 島根県 松江市矢田町250-2 http://suncello.co.jp/

927 パーマン株式会社
専門・技術サー
ビス業

島根県 松江市青葉町22-31

928 有限会社　桑原塗装店 建設業 島根県 松江市大庭町270-17
929 ハッピーガレージ矢田 卸売・小売業 島根県 安来市中津町24
930 有限会社　もりでん 卸売・小売業 島根県 江津市和木町497-3
931 ウベコン　株式会社 製造業 島根県 浜田市生湯町1742番地1

932
有限会社　マキインター
ナショナル

飲食店・宿泊業 島根県 浜田市朝日町1522番地 http://hitosara.com/0006018896

933 ヒカワ工業株式会社 建設業 島根県 出雲市斐川町沖洲922番地 http://hikawa-k.co.jp/

934
ティーエスケイ情報シス
テム株式会社

卸売・小売業 島根県
松江市学園南二丁目10番
14号
タイムプラザビル3F

935 株式会社ジェイハウス 建設業 島根県 松江市学園南1丁目15-10
936 こころ歯科　原田エミ 医療・福祉 島根県 益田市遠田町326-2

937 株式会社アミーゴ島根 医療・福祉 島根県
松江市宍道町佐々布2130-
1



938 有限会社アダチ 医療・福祉 島根県
松江市宍道町佐々布2145-
109

939 株式会社サンフラワーズ 医療・福祉 島根県 浜田市黒川町307-3

940 パーマハウス　ｈａｒｕ
生活関連サービ
ス・娯楽業

島根県 出雲市西平田町48-1

941 スマートタスク株式会社 建設業 島根県 出雲市白枝町1153-1

942 合資会社　まつだ企画
専門・技術サー
ビス業

島根県 松江市砂子町219-18

943 株式会社　金見工務店 建設業 島根県 松江市上乃木2-18-1

944
株式会社　島根東亜建物
管理

その他のサービ
ス業

島根県 松江市浜乃木6-5-7

945 株式会社　しんわ 医療・福祉 島根県
松江市東出雲町下意東
761-1

946 創紗
その他のサービ
ス業

島根県 松江市学園南2-5-14-102

947 株式会社　はらぶん 卸売・小売業 島根県 松江市東朝日町29
948 有限会社　カナール 卸売・小売業 島根県 雲南市加茂町岩倉1000-20

949
株式会社　さくらコーポ
レーション

専門・技術サー
ビス業

島根県 松江市東奥谷町73-1

950 株式会社　クローバーズ 卸売・小売業 島根県 松江市東朝日町216-5

951
有限会社　オフィス・サ
ム

専門・技術サー
ビス業

島根県 松江市浜乃木6-15-13

952
医療法人釜瀬クリニック　
ケアセンター咲花

医療・福祉 島根県 松江市雑賀町40-1

953 ココロノファーム 農業・林業 島根県 雲南市三刀屋町須所125-9

954
有限会社　山陰総合保険
センター

金融・保険業 島根県 松江市朝日町489

955 株式会社　シーライフ 製造業 島根県 浜田市原井町907番地2 http://sealife-hamada.net/

956 明光建設　株式会社 建設業 島根県 浜田市日脚町252番地の1

957
特定非営利活動法人　グ
ループホーム　ふじいさ
んち

医療・福祉 島根県 浜田市弥栄町木都賀ロ291

958
特別養護老人ホーム弥栄
苑

医療・福祉 島根県
浜田市弥栄町木都賀イ
539-1

http://www.yasaka-fukushikai.com/

959
有限会社　斉藤アルケン
工業

医療・福祉 島根県 浜田市下府町327-119

960
株式会社　リアルオート
浜田

卸売・小売業 島根県 浜田市日脚町556-14

961 株式会社　元重製陶所 製造業 島根県 江津市嘉久志町イ1762
962 株式会社桃翆園 製造業 島根県 出雲市斐川町上直江1482 http://tousuien.jp/
963 株式会社出雲精茶 農業・林業 島根県 出雲市小境町1700番地12
964 株式会社エヌサイン 製造業 島根県 出雲市渡橋町343-3
965 Ｋ－ＢＯＸ株式会社 製造業 島根県 出雲市斐川町荘原2212-2

966
女性お顔そり専門店
クリスタルフェイス

生活関連サービ
ス・娯楽業

島根県
出雲市大津朝倉1-4-17
ﾋﾞｭｰﾃｨｰﾓｰﾙｻｽｹ2F

967 株式会社カガヤキ
専門・技術サー
ビス業

島根県 出雲市斐川町求院1514-3

968 株式会社ＡＲＡＴＡ
教育・学習支援
業

島根県 大田市大田町大田イ380-1

969 株式会社日建テック工業 建設業 島根県
出雲市天神町883-1三光ビ
ル8号室

970
島根ライトコン工業株式
会社

建設業 島根県 出雲市上塩冶町2775-5

971
昭和セメント工業株式会
社

製造業 島根県 出雲市上塩冶町2775-5

972 株式会社常松不動産 不動産業 島根県 出雲市天神町２番地

973 Hair　Salon　Lenis
生活関連サービ
ス・娯楽業

島根県 出雲市塩冶神前3-8-11

974 有限会社けんちゃん漬 製造業 島根県 出雲市大社町遙堪403番地 http://kenchanzuke.com/

975
介護老人保健施設　ケア
センター千鳥

医療・福祉 島根県 松江市東出雲町揖屋1196

976 株式会社　神谷鉄筋 製造業 島根県 松江市下東川津町499

977 Gina Hair
生活関連サービ
ス・娯楽業

島根県 松江市矢田町20-1



978
めしCafe　さんびきのこ
ぶた

飲食店・宿泊業 島根県 松江市東津田町1200-6

979 株式会社　三澤繊維 製造業 島根県 仁多郡奥出雲町亀嵩37-1

980 味処　玉峰 飲食店・宿泊業 島根県
仁多郡奥出雲町亀嵩2268-
2

981 有限会社　福岡商店
生活関連サービ
ス・娯楽業

島根県 浜田市朝日町36-1

982 有限会社　たこ初食堂 飲食店・宿泊業 島根県 浜田市片庭町56

983 石央商工会　三隅支所
その他のサービ
ス業

島根県 浜田市三隅町向野田3150

984 石央商工会　旭支所
その他のサービ
ス業

島根県 浜田市旭町今市627-4

985 石央商工会　国府支所
その他のサービ
ス業

島根県 浜田市国分町2205-16

986 段原酒店
生活関連サービ
ス・娯楽業

島根県 浜田市紺屋町57

987 有限会社　ふくちゃん 医療・福祉 島根県 浜田市原町51
988 阿郷建設　有限会社 建設業 島根県 浜田市熱田町74番地1 http://www.agou-sato.com/

989 有限会社　梅谷工務所 建設業 島根県 浜田市三隅町湊浦134番地

990
株式会社　アトムカンパ
ニー

卸売・小売業 島根県 浜田市港町288番地12

991 中央タクシー　有限会社 運輸業 島根県 浜田市港町288-25
992 有限会社　ホテル川隅 飲食店・宿泊業 島根県 浜田市旭町木田1005-1

993
株式会社　かくれの里ゆ
かり

飲食店・宿泊業 島根県 浜田市旭町木田1006-1

994 株式会社　川村工務所 建設業 島根県 浜田市旭町丸原70-1
995 株式会社　未来販売堂 卸売・小売業 島根県 浜田市旭町丸原1529-11

996
株式会社　サングリーン
開発

農業・林業 島根県 浜田市旭町丸原70-1

997 和幸建設　株式会社 建設業 島根県 浜田市原井町957番地

998 有限会社　浜田交通
その他のサービ
ス業

島根県 浜田市上府町イ306番2

999 上部板金塗装店
その他のサービ
ス業

島根県 浜田市国分町1893-15

1000 株式会社　Ｄ５２
その他のサービ
ス業

島根県 江津市敬川町1719番地1

1001
ミドル・シニア仕事セン
ター浜田

その他のサービ
ス業

島根県 浜田市田町1655

1002
株式会社ＭＡＴＥＲＮＡ
Ｌ

生活関連サービ
ス・娯楽業

島根県 出雲市小山町440-2

1003 ＬＣＣ株式会社 建設業 島根県
出雲市天神町869天神ビル
Ｂ2

1004 ｉｒｏｒｉ
生活関連サービ
ス・娯楽業

島根県 出雲市大津朝倉1-6-11

1005 有限会社夢工房 建設業 島根県 出雲市塩冶町南町3-6-5

1006 有限会社サン・アド
専門・技術サー
ビス業

島根県
出雲市渡橋町1177モリオ
カビル2Ｆ

1007 株式会社秦鉄工所 製造業 島根県 出雲市湖陵町大池1219-2

1008 清和鉄工株式会社 製造業 島根県
出雲市斐川町上直江2139
番地5

1009
株式会社オービット出雲
工場

製造業 島根県 出雲市湖陵町板津201-1

1010 イマックス株式会社 建設業 島根県 出雲市高岡町166-1

1011 株式会社カイハツ
専門・技術サー
ビス業

島根県 出雲市塩冶町296番地3

1012 有限会社石原組 建設業 島根県 出雲市浜町1718-1

1013
リンツ洋菓子研究所株式
会社

製造業 島根県 出雲市大津朝倉2丁目1-12

1014
有限会社　あずま家具住
建センター

卸売・小売業 島根県
隠岐郡隠岐の島町城北町
340

1015
有限会社　斐川中央自動
車

卸売・小売業 島根県
出雲市斐川町上荘原1671-
1

1016 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150-4



1017 石倉製瓦有限会社 建設業 島根県
松江市東出雲町揖屋1214-
1

1018 有限会社　塚谷三方園 建設業 島根県
松江市東出雲町出雲郷
1077-1

1019 有限会社　ウチダ 建設業 島根県 仁多郡奥出雲町郡370
1020 さんきゅう印刷株式会社 製造業 島根県 松江市矢田町215-1

1021 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2450-
18

1022 Hair make Plume
生活関連サービ
ス・娯楽業

島根県
松江市学園2-27-11 山田
ビル3F

1023 有限会社　花房鈑金 製造業 島根県
松江市東出雲町揖屋2557-
10

1024 有限会社　カジコスメ 飲食店・宿泊業 島根県 松江市下東川津町266-12

1025 山陰総業有限会社 製造業 島根県
松江市東出雲町揖屋2730-
5

1026 株式会社佐藤工務店 建設業 島根県 出雲市荻杼町507
1027 金山工業株式会社 製造業 島根県 出雲市高岡町462-1 http://www.kanakou.co.jp/index.html

1028
株式会社ホンダカーズ出
雲

その他のサービ
ス業

島根県 出雲市斐川町荘原2242-2 http://www.hondacars-izumo.co.jp/

1029 有限会社常松建設 建設業 島根県 出雲市平野町20番地3
1030 有限会社ヤマコプラン 建設業 島根県 出雲市平田町7668

1031 Lohas　hair　esthe
生活関連サービ
ス・娯楽業

島根県
出雲市大津新崎町1丁目
24-1

1032 株式会社　出西ビレッジ 飲食店・宿泊業 島根県
出雲市斐川町出西3368番
地

1033 株式会社　トレンド
その他のサービ
ス業

島根県
松江市東出雲町出雲郷
747-6

1034 株式会社　フォワード 建設業 島根県 松江市学園南1丁目19-16 https://www.lohas-fw.co.jp/

1035
株式会社　ボディワーク
スハラ

その他のサービ
ス業

島根県 出雲市湖陵町板津335-3 http://hptools.carpod.jp/owner/551792800/

1036 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

1037 有限会社　井山屋製菓 建設業 島根県 出雲市多岐町ロ田儀846-3 http://www.iyamayaseika.com/

1038 有限会社　直江薬品 卸売・小売業 島根県 出雲市斐川町直江1245-29

1039 i-store合同会社
専門・技術サー
ビス業

島根県 松江市西川津町4246-1-1F

1040 奥出雲塾
教育・学習支援
業

島根県 仁多郡奥出雲町三成698-1 http://okuizumo19.com/

1041
有限会社　日本料理ほう
吉

飲食店・宿泊業 島根県 出雲市斐川町荘原3180-24

1042 株式会社　吉崎工務店 建設業 島根県
隠岐郡隠岐の島町東郷亀
尻5番地1

1043 有限会社　赤沼電工 建設業 島根県
隠岐郡隠岐の島町港町塩
口84-111

http://akanuma-denko.co.jp/

1044 勝部表装有限会社 建設業 島根県
隠岐郡隠岐の島町有木ク
ラミロ46-28

1045
島根県市町村職員共済組
合宿泊所　ホテル白鳥

飲食店・宿泊業 島根県 松江市千鳥町20番地 https://www.hotel-hakucho.jp/

1046 有限会社　和光電気商会 卸売・小売業 島根県 松江市幸町８２８

1047 株式会社　エルフォース
その他のサービ
ス業

島根県 松江市浜乃木3-4-23

1048 室山農園有限会社 農業・林業 島根県 雲南市木次町寺領565
1049 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

1050
株式会社　北陽エンジニ
アリング

建設業 島根県 飯石郡飯南町佐見1390-1

1051 株式会社　太陽水道工事 建設業 島根県 松江市学園南1-16-6
1052 浜田急便　有限会社 運輸業 島根県 浜田市治和町ロ817
1053 竹﨑鍼灸整骨院 医療・福祉 島根県 出雲市平田町1825-8

1054
エステサロン　ＧＥＮＴ
ＩＬ

生活関連サービ
ス・娯楽業

島根県
出雲市小山町280-1グリー
ンヒルズＣ203

1055 アクセス有限会社 飲食店・宿泊業 島根県 出雲市天神町2番地 http://www.access-izumo.com/

1056
有限会社セントラルス
ポーツ

卸売・小売業 島根県
出雲市今市町北本町1丁目
1-3

1057 株式会社三友電工 建設業 島根県 出雲市渡橋町1126-1



1058 株式会社シンコー工業 建設業 島根県 出雲市白枝町839番地2
1059 大湖工業株式会社 建設業 島根県 出雲市多久町891

1060 中井総合法律事務所
専門・技術サー
ビス業

島根県
出雲市渡橋町61一畑いず
も渡橋ビル2階

1061 CALME
生活関連サービ
ス・娯楽業

島根県 松江市東津田町1733-3-1F

1062
有限会社　オリオン工芸
社

建設業 島根県 松江市西尾町477-1 http://orion-co.jp/

1063 有限会社　ベレーム
生活関連サービ
ス・娯楽業

島根県 松江市古曽志町567-26

1064 株式会社　オネスト 情報通信業 島根県 松江市上乃木4-23-50 http://www.onest.co.jp/

1065
株式会社　まつえ福祉会　
もみのき苑

医療・福祉 島根県
松江市東出雲町出雲郷
771-4

1066 有限会社　太田硝子店 建設業 島根県 松江市魚町51-1 http://www.ohta-glass.com/

1067 有限会社　セレトピア 飲食店・宿泊業 島根県 浜田市三隅町古市場1133
1068 株式会社さくら 医療・福祉 島根県 出雲市稗原町1724

1069
特定非営利活動法人
ビジネスサポートひかわ

その他のサービ
ス業

島根県 出雲市斐川町神氷2535-10

1070
有限会社ケアステーショ
ン神有

医療・福祉 島根県 大田市久利町行恒346-1

1071 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353-7

1072
パルス建設コンサルタン
ト株式会社

専門・技術サー
ビス業

島根県 出雲市西郷町333-1

1073 有限会社渡邊水産 製造業 島根県 出雲市浜町1987-1

1074 さんいん食まる
その他のサービ
ス業

島根県 出雲市斐川町神氷2535-10

1075 有限会社ウェルシー 製造業 島根県 出雲市国富町847-2
1076 オアシス島根株式会社 製造業 島根県 出雲市国富町847-2

1077 ながさき設計事務所
専門・技術サー
ビス業

島根県 松江市寺町187-3

1078 CRYSTAL Wax&Nail
生活関連サービ
ス・娯楽業

島根県
松江市浜乃木6丁目33-36 
神庭ビル2F

1079 城東化成株式会社 製造業 島根県 安来市佐久保町496-1
1080 株式会社ティナプリ 卸売・小売業 島根県 松江市竹矢町1765
1081 株式会社　至誠 飲食店・宿泊業 島根県 出雲市高岡町515 https://shisei.online/

1082 デザインルームブリッジ
専門・技術サー
ビス業

島根県 出雲市江田町290GS会館1F

1083
犬の美容室　ツインハー
ト

生活関連サービ
ス・娯楽業

島根県 出雲市小山町115

1084
社会福祉法人　金太郎の
家

医療・福祉 島根県
出雲市斐川町学頭1463番
地10

1085 ミシマ産業株式会社 建設業 島根県 出雲市天神町869
1086 株式会社フクダ 建設業 島根県 出雲市斐川町沖洲1080 http://www.fukuda-corp.co.jp/

1087 株式会社矢田製作所 製造業 島根県 出雲市長浜町659-20

1088
有限会社影山コンサルタ
ント

不動産業 島根県
出雲市塩冶神前1丁目8番5
号

1089 株式会社トガノホーム 建設業 島根県 出雲市白枝町839-2

1090
一般財団法人岡山県国際
交流協会

複合サービス事
業（郵便局・農
業協同組合等）

岡山県
岡山市北区奉還町2-2-1岡
山国際交流センター内

http://www.opief.or.jp/

1091
ひらの社会保険労務士事
務所

複合サービス事
業（郵便局・農
業協同組合等）

岡山県
岡山市中区古京町1-5-7相
生橋ビル401

http://www.roumusos.jp/

1092 岡山県商工会連合会
複合サービス事
業（郵便局・農
業協同組合等）

岡山県
岡山市北区弓之町4-19-
401

http://www.okasci.or.jp/

1093 岡山県職業能力開発協会
その他のサービ
ス業

岡山県 岡山市北区内山下2-3-10 http://www.okayama-syokunou.or.jp/

1094 株式会社第一美装
その他のサービ
ス業

岡山県 岡山市中区平井3-589-10

1095 瀬戸内市商工会
複合サービス事
業（郵便局・農
業協同組合等）

岡山県
瀬戸内市邑久町山田庄
182-4

http://www.setouchi.org/



1096 備前商工会議所
複合サービス事
業（郵便局・農
業協同組合等）

岡山県 備前市東片上230 http://www.bizencci.or.jp/

1097 新見商工会議所
複合サービス事
業（郵便局・農
業協同組合等）

岡山県 新見市高尾2475-7 http://www.niimi.or.jp/

1098
一般財団法人岡山県労働
基準協会

複合サービス事
業（郵便局・農
業協同組合等）

岡山県 岡山市北区桑田町15-28 http://www.olsa.or.jp/

1099 高梁商工会議所
複合サービス事
業（郵便局・農
業協同組合等）

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

1100 株式会社マリンフロート 製造業 岡山県 岡山市南区箕島296-3 http://www.pnc.or.jp/mfn/

1101 倉敷商工会議所
その他のサービ
ス業

岡山県 倉敷市白楽町２４９－５ http://www.kura-cci.or.jp

1102 株式会社クラビズ
専門・技術サー
ビス業

岡山県 倉敷市五日市７０－１ http:///www.kurabiz.jp

1103 株式会社安藤嘉助商店 建設業 岡山県
倉敷市玉島中央町１－２
２－３０

http://www.kasuke.co.jp

1104
有限会社サロン・ド・マ
ミ

生活関連サービ
ス・娯楽業

岡山県 倉敷市水江１４２０－７

1105 総社花萬株式会社
その他のサービ
ス業

岡山県
総社市中央２－１１－２
８

http:///www.hana-man.co.jp

1106 坂田砕石工業株式会社
鉱業・採石業・
砂利採取業

岡山県 久米郡久米南町山手645

1107 株式会社プロスパー 製造業 岡山県 津山市坪井下56-1
1108 株式会社誠商社 卸売・小売業 岡山県 津山市戸島634-19 http://www.makoto-co.com

1109 有限会社さんぶ 卸売・小売業 岡山県
勝田郡奈義町上町川1642-
3

1110
有限会社ネットワーク作
州

その他のサービ
ス業

岡山県 津山市二宮1948-1 http://sakushu.co.jp

1111 株式会社光岡製作所 製造業 岡山県 津山市福力16
1112 河井林産株式会社 建設業 岡山県 津山市川崎112-1 http://www.kawaihouse.het

1113 東部水道工業株式会社 建設業 岡山県 津山市川崎554-26

1114
株式会社アークコンサル
タント

専門・技術サー
ビス業

岡山県 津山市中北上1646 http://www.arkcon.net

1115 津山商工会議所
複合サービス事
業（郵便局・農
業協同組合等）

岡山県 津山市山下30-9

1116
株式会社津山木材セン
ター

卸売・小売業 岡山県 津山市一方１４６

1117 株式会社津山朝日新聞社 情報通信業 岡山県 津山市田町13

1118 株式会社ターゲット 情報通信業 岡山県
岡山市東区西大寺中1-4-
10

http://tgx.jp/

1119 岡山県中小企業家同友会
複合サービス事
業（郵便局・農
業協同組合等）

岡山県 岡山市北区富田29 http://www.okayama.doyu.jp/

1120 ワイテック工業株式会社 建設業 岡山県 真庭市上水田3130-1 http://www.yamamoto-s.com/

1121 道満石油店 卸売・小売業 岡山県 真庭市西原70-4 http://www.doman-life.co.jp/

1122
IN・hair（イン・ヘ
アー）

生活関連サービ
ス・娯楽業

岡山県
岡山市北区下伊福上町17-
21

1123 式場案内ダン
その他のサービ
ス業

岡山県
岡山市北区駅元町15-1
リットシティﾋﾞﾙ1F

http://www.sikidan.jp/

1124 株式会社CRECE
生活関連サービ
ス・娯楽業

岡山県 岡山市南区豊成1-15-16

1125 JB LINE有限会社 飲食店・宿泊業 岡山県 瀬戸内市邑久町箕輪655-1
1126 株式会社ラビータ 卸売・小売業 岡山県 岡山市北区東古松495-1

1127 NOER HAIR DESIGN
生活関連サービ
ス・娯楽業

岡山県
岡山市中区森下町5-6ピア
ホーム森下町1F

http://noer-hair.com/

1128
赤帽岡山県軽自動車運送
協同組合

運輸業 岡山県 岡山市南区山田1055-4 http://okayama.akabou.jp/

1129 MAEDA DENTAL CLINIC 医療・福祉 岡山県 岡山市北区津島南1-1-21 http://maeda0505.com/

1130 株式会社re:store 飲食店・宿泊業 岡山県 岡山市北区北方1-15-20



1131 久米郡商工会
複合サービス事
業（郵便局・農
業協同組合等）

岡山県 久米郡美咲町原田1757-8 http://kumegun-sci.jp/

1132 作州津山商工会
複合サービス事
業（郵便局・農
業協同組合等）

岡山県 津山市新野東567-9 http://www.okasci.or.jp/s-tsuyama/

1133 鏡野町商工会
複合サービス事
業（郵便局・農
業協同組合等）

岡山県 苫田郡鏡野町竹田747 http://kagaminosci.com/

1134 児島商工会議所
複合サービス事
業（郵便局・農
業協同組合等）

岡山県
倉敷市児島駅前1-37倉敷
市児島産業振興センター2
階

http://www.kojima-cci.or.jp/

1135 岡山県社会保険労務士会
複合サービス事
業（郵便局・農
業協同組合等）

岡山県
岡山市北区野田屋町2-11-
13旧岡山あおば生命ビル
7F

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

1136
蓮室コンサルタント事務
所

その他のサービ
ス業

岡山県
岡山市北区西古松2-26-
22BIO西古松104

1137
特定非営利活動法人ビジ
ネス・インキュベーター
岡山

その他のサービ
ス業

岡山県
岡山市北区西古松2-26-
22BIOプラザ

http://www.bio.gr.jp/

1138 株式会社屋敷建設 建設業 岡山県 倉敷市児島通生2098 http://www.yashikikensetsu.com

1139
有限会社ラインシール工
業

建設業 岡山県 倉敷市亀山729

1140 株式会社ボヌール
生活関連サービ
ス・娯楽業

岡山県
倉敷市西中新田665-1山長
ビル1Ｆ

1141 株式会社オートブロス
複合サービス事
業（郵便局・農
業協同組合等）

岡山県 倉敷市東富井894-1 http://www.autobros.co.jp

1142 株式会社ザ・トップ
生活関連サービ
ス・娯楽業

岡山県 倉敷市田ノ上922-2

1143 山田建設株式会社 建設業 岡山県 倉敷市真備町岡田263-1 http://www.yamadakensetu.jp

1144 有限会社梶原架設 建設業 岡山県 倉敷市福井67-11
1145 株式会社オートネット 卸売・小売業 岡山県 倉敷市中畝8-2-33
1146 社会福祉法人松園福祉会 医療・福祉 岡山県 倉敷市玉島勇崎1044 http://www.asunaro.or.jp

1147 吉備カントリークラブ
その他のサービ
ス業

岡山県 総社市新本2800-1

1148
特別養護老人ホームみゆ
き園

医療・福祉 岡山県 倉敷市幸町8-27

1149 株式会社かないど 飲食店・宿泊業 岡山県 総社市金井戸190-1
1150 タイメック株式会社 製造業 岡山県 総社市西郡197-1
1151 オーエム機器株式会社 製造業 岡山県 総社市赤浜500 http://www.omrex.co.jp

1152 有限会社早島金型 製造業 岡山県
総社市赤浜500テクノパー
ク総社内

1153
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

1154 テンマヤ縫製株式会社 製造業 岡山県 総社市井手1160-3
1155 株式会社ナラムラ 建設業 岡山県 総社市清音柿木697-1 http://www.naramura.jp

1156
株式会社日本植生グルー
プ本社

その他のサービ
ス業

岡山県 津山市高尾573-1 http://www.nisshoku-grop.co.jp

1157 日本植生株式会社 建設業 岡山県 津山市高尾573-1 http://www.nihon-shokusei.co.jp

1158
日植グリーンファクト
リー株式会社

製造業 岡山県 津山市高尾583-1

1159 株式会社板坂林業 農業・林業 岡山県 美作市豊国原981-7

1160
フォーチュンタカクラ合
同会社

専門・技術サー
ビス業

岡山県 津山市下高倉西847-3 http://fortune.takakura.com

1161 山陽商事株式会社
電気・ガス・熱
供給・水道業

岡山県 津山市河辺1115-4

1162 株式会社土居建材店 卸売・小売業 岡山県 津山市戸島634-14

1163
ＩＫＯＭＡ　ロボテック
株式会社

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

1164 株式会社木の里工房木薫 製造業 岡山県 英田郡西粟倉村長尾739-5 http://www.mokkun.co.jp

1165
株式会社ＫＥＥＰＲＩＺ
Ｅ

卸売・小売業 岡山県 津山市中村324-1



1166 税理士法人アイタック
その他のサービ
ス業

岡山県 津山市南新座33

1167
株式会社オールビュー
ティケイ

生活関連サービ
ス・娯楽業

岡山県 津山市南町1-17

1168
有限会社プランニングオ
フィスケイツウ（Ｋ２）

その他のサービ
ス業

岡山県 津山市八出1326-6

1169 株式会社モリナリー 製造業 岡山県 美作市笹岡480-1

1170
一般社団法人ウェルキャ
リア協会

その他のサービ
ス業

岡山県
岡山市北区西古松2-26-
22BIO西古松104

1171 あきた労務管理事務所
専門・技術サー
ビス業

岡山県 岡山市南区当新田475-5

1172
岡山県総合流通センター
卸協同組合

複合サービス事
業（郵便局・農
業協同組合等）

岡山県 岡山市北区大内田714-1 http://www.optic.or.jp/ryutuu/

1173
岡山県総合流通センター
運営協議会

複合サービス事
業（郵便局・農
業協同組合等）

岡山県 岡山市北区大内田714-1 http://www.okachu.or.jp/member/?page_id=524

1174
株式会社ケイズ・ユニッ
ト

専門・技術サー
ビス業

岡山県 岡山市南区東畦97-4 http://www.ks-u.jp/

1175 笠岡商工会議所
複合サービス事
業（郵便局・農
業協同組合等）

岡山県 笠岡市十一番町3-3 http://www.kasaokacci.jp/

1176
医療法人モモデンタルク
リニック

医療・福祉 岡山県 岡山市北区野田町1-6-20

1177
大原アセットマネジメン
ト株式会社

不動産業 岡山県
岡山市北区中山下2-1-55　
4F

1178 興成開発株式会社 建設業 岡山県 高梁市備中町東油野1225
1179 マルモ興行株式会社 不動産業 岡山県 新見市西方43 http://ww91.tiki.ne.jp/~marumo/

1180 有限会社山陽リバイブ
その他のサービ
ス業

岡山県
岡山市北区今6-8-12イン
ペリアルビルI 1F

http://www.sanyo-revive.jp/

1181 株式会社岡建設 建設業 岡山県 和気郡和気町田賀397 http://www.okakensetsu.co.jp/

1182 株式会社木の城いちばん 建設業 岡山県 倉敷市堀南628-12 http://www.kinoshiro.co.jp/

1183 合同会社酒井農園 農業・林業 岡山県 高梁市栄町1955-15 http://www.uegushi-budou.com/

1184 フナキ運輸株式会社 運輸業 岡山県 真庭市五名1788-1

1185 玉野商工会議所
複合サービス事
業（郵便局・農
業協同組合等）

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

1186 岡山商工会議所
複合サービス事
業（郵便局・農
業協同組合等）

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

1187 岡山商工会議所連合会
複合サービス事
業（郵便局・農
業協同組合等）

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

1188 株式会社オーネスト 建設業 岡山県 岡山市中区祇園13-6 http://www.honest-log.co.jp/

1189 株式会社中川商店 卸売・小売業 岡山県 美作市川北1021-2 http://nakagawa-shouten.com/

1190 作州機工株式会社 製造業 岡山県 美作市楢原下109-1 http://www.sakusyu-kikoh.co.jp/

1191 有限会社花のれん 飲食店・宿泊業 岡山県 高梁市落合町阿部1176-2 http://87noren.com/

1192
株式会社凪物流　美作物
流センター

運輸業 岡山県 美作市竹田145-41 http://www.nagibutsuryuu.com/

1193 滝口建設工業株式会社 建設業 岡山県 高梁市津川町今津1053 http://ww31.tiki.ne.jp/~takiguchi/

1194 株式会社なんば建築工房 建設業 岡山県 倉敷市児島上の町1-11-44 http://www.nanbakenchiku.co.jp/

1195 赤磐酒造株式会社 製造業 岡山県 赤磐市河本1113 http://www.akaiwa.co.jp/

1196 吉田米穀株式会社 卸売・小売業 岡山県 倉敷市水島西寿町2-22
1197 社会福祉法人和福祉会 医療・福祉 岡山県 倉敷市西尾11-1

1198
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2-1-57ナイ
ス・マーケット2F

1199 サイテック 建設業 岡山県 倉敷市児島小川9-5-1-9

1200 株式会社funnyface
生活関連サービ
ス・娯楽業

岡山県 倉敷市西中新田342-3

1201 三備ホンダ販売株式会社 卸売・小売業 岡山県 倉敷市平田927-1 http://dealer.honda.co.jp/hondacars-kurashikihigashi/

1202
アイ・アートテック有限
会社

建設業 岡山県 倉敷市亀島1-35-3

1203 A-NAIL　A-LASH
生活関連サービ
ス・娯楽業

岡山県 倉敷市吉岡547-1 http://www.anail-alash.com/



1204 Theia　hair　design
専門・技術サー
ビス業

岡山県
倉敷市中島828-1都市開発
ビル中島2F202号

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

1205 株式会社丸文 運輸業 岡山県 倉敷市連島町連島133-1 http://www.marubun-car.jp/

1206 NBY株式会社 飲食店・宿泊業 岡山県 真庭市目木1780
1207 田村製麺有限会社 製造業 岡山県 津山市田町75 http://www.entree.co.jp/tamura

1208 有限会社美ﾊﾟｰﾙ
複合サービス事
業（郵便局・農
業協同組合等）

岡山県 津山市南新座34

1209 剱持ゴルフ用具製作所 製造業 岡山県 美作市下町11-3
1210 株式会社粟倉電機製作所 製造業 岡山県 英田郡西粟倉村影石85
1211 山本建材株式会社 卸売・小売業 岡山県 津山市小田中2224 http://www.a-do.ne.jp/~yama-g

1212 有限会社大文字本舗 製造業 岡山県 津山市小原207-6 http://www.daimonji-honp.com

1213 有限会社マキシステム 製造業 岡山県 津山市沼88-11
1214 有限会社末田工業所 製造業 岡山県 津山市川崎541
1215 株式会社山形とうふ 製造業 岡山県 津山市日上3-1

1216 有限会社瀬戸内興商
その他のサービ
ス業

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

1217
有限会社赤木自動車鑑定
事務所

その他のサービ
ス業

岡山県 久米郡美咲町周佐1092

1218 勝田交通株式会社 運輸業 岡山県 津山市上河原207-5

1219
美作マツダ自動車株式会
社

複合サービス事
業（郵便局・農
業協同組合等）

岡山県 津山市昭和町1-86

1220 有限会社森川造園 建設業 岡山県 倉敷市児島赤崎3-2-59 http://www.morikawazoen.com/

1221 株式会社岡山教育研究所
教育・学習支援
業

岡山県
岡山市北区野田屋町2-10-
5

1222 ウッディライフ草苅 製造業 岡山県 勝田郡奈義町馬桑905-1 http://www.sousakukagukusakari.com/

1223 湯原町旅館協同組合
複合サービス事
業（郵便局・農
業協同組合等）

岡山県 真庭市湯原温泉124 http://www.yubara.com/

1224 クレイン小規模保育園 医療・福祉 岡山県 岡山市南区西市503-9
1225 株式会社TRANSITION 卸売・小売業 岡山県 岡山市東区竹原1208-1 http://www.car-lady-flash.com/

1226
株式会社ブレーンネット
ワーク

卸売・小売業 岡山県
岡山市北区中山下1-2-4　
OS-2ビル3F

1227
トータルビューティ アイ
リス

生活関連サービ
ス・娯楽業

岡山県
岡山市北区駅前町2-3-12
カーサスタチオーネ101

1228
社会福祉法人薫風福祉会
特別養護老人ホーム太陽
の丘

医療・福祉 岡山県 倉敷市連島町西之浦3390

1229 DAY EYE 卸売・小売業 岡山県 倉敷市沖108-12
1230 扇塚機工株式会社 建設業 岡山県 倉敷市福田町浦田2465-56
1231 株式会社山陽金属工業所 製造業 岡山県 倉敷市南畝5-14-30 http://www.san-kin.co.jp

1232 有限会社ライト・トップ 卸売・小売業 岡山県 倉敷市笹沖1161-3
1233 株式会社ニッコーテック 製造業 岡山県 倉敷市安江461-8
1234 土肥酒店　土肥祥嗣 卸売・小売業 岡山県 津山市田町13
1235 合資会社マリヤ 卸売・小売業 岡山県 津山市高野本郷1474-1

1236 有限会社只友自動車
専門・技術サー
ビス業

岡山県 津山市中村304-4

1237
おかやまパソコン市場株
式会社

卸売・小売業 岡山県
津山市川崎143-1シャング
リラ２Ｆ

1238
有限会社ライフパート
ナー

金融・保険業 岡山県 津山市北園町40-22

1239 株式会社Ｒecojo
専門・技術サー
ビス業

岡山県 津山市日上858

1240 有限会社カサエ金物店 卸売・小売業 岡山県 津山市ﾉｹﾀﾞ47-9

1241
株式会社湯快感　花やし
き

飲食店・宿泊業 岡山県 真庭市湯原温泉21

1242
医療法人平野同仁会　総
合病院津山第一病院

医療・福祉 岡山県 津山市中島438 http://ｗｗｗtsuyama-1sthp.jp

1243
株式会社住宅産業セン
ター

建設業 岡山県 津山市志戸部214-5 http://www.jyutaku-sangyo.co.jp

1244 田中商事株式会社 卸売・小売業 岡山県 津山市一宮1300-1 http://www.tnk-shouji.jp

1245 株式会社生駒会計事務所
専門・技術サー
ビス業

岡山県 津山市東一宮76-10



1246
生駒和敬税理士行政書士
事務所

専門・技術サー
ビス業

岡山県 津山市東一宮76-10

1247 株式会社津山医研 医療・福祉 岡山県 津山市山北636-2

1248
アップグラウンド　上原
誠

専門・技術サー
ビス業

岡山県 津山市小田中1303

1249 株式会社ビーハッピー
その他のサービ
ス業

岡山県 苫田郡鏡野町市場194

1250 有限会社エコライフ
その他のサービ
ス業

岡山県 真庭市惣84-7

1251 株式会社綜合企画
専門・技術サー
ビス業

岡山県 津山市椿高下108-1

1252 有限会社共栄自動車
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

1253 株式会社中国漁具 卸売・小売業 岡山県 津山市津山口238-5
1254 株式会社青野石油店 卸売・小売業 岡山県 津山市二宮598

1255 有限会社オフィス松本
専門・技術サー
ビス業

岡山県 津山市中村740-4

1256 竹本木材株式会社 製造業 岡山県 津山市妙原58-1
1257 有限会社安藤石油店 卸売・小売業 岡山県 津山市三浦288-1
1258 株式会社サインアート 製造業 岡山県 津山市東一宮40 http://www.signsart.co.jp/

1259 富士岡山運搬機株式会社 卸売・小売業 岡山県 津山市津山口111-1
1260 福井印刷株式会社 製造業 岡山県 津山市高野山西2115-18 http://www.fukui-insatu.co.jp

1261
ａｍｏｕｒ　ＡＬＬＩＥ
Ｒ

飲食店・宿泊業 岡山県 津山市東一宮50-17

1262 株式会社廣陽本社 製造業 岡山県 津山市田町22 http://www.koyo-dtp.co.jp

1263 株式会社富士仮設 建設業 岡山県
岡山市南区芳泉1-1-28井
上ﾋﾞﾙ201

1264 竹久工業株式会社 製造業 岡山県 岡山市東区瀬戸町下40 http://takehisa-ind.jp/
1265 利守酒造株式会社 製造業 岡山県 赤磐市西軽部762-1 http://www.sakehitosuji.co.jp/

1266
有限会社マルソーオート
プラザ

卸売・小売業 岡山県 岡山市北区東花尻48-7 http://marusou-auto.com/

1267 株式会社トラストワン 卸売・小売業 岡山県 岡山市北区大内田767-1 http://www.trust-1.com/

1268 株式会社神田電機 建設業 岡山県 備前市伊部1834-1 http://www.kandadenki.jp/kdhp/index.html

1269 株式会社三島食鶏 製造業 岡山県 岡山市南区藤田227-196 http://www.mishima-chicken.com/

1270 salon de Sarasvati
生活関連サービ
ス・娯楽業

岡山県
岡山市東区瀬戸町瀬戸
407-1

http://www.salondesarasvati.com/

1271
青木ガス機器産業株式会
社

電気・ガス・熱
供給・水道業

岡山県 浅口市鴨方町益坂1377-1

1272
マルトヨコーポレーショ
ン

農業・林業 岡山県 岡山市東区金岡西町984

1273
株式会社両備ヘルシーケ
ア

医療・福祉 岡山県 岡山市北区丸の内2-1-10

1274 A株式会社
生活関連サービ
ス・娯楽業

岡山県 倉敷市上富井3-106

1275 美容室ミチグループ
生活関連サービ
ス・娯楽業

岡山県
岡山市北区問屋町23-104
リビンコート問屋町ウエ
スト601

http://www.hairmakemichi.com/

1276
フェリスタスポーツクラ
ブ

生活関連サービ
ス・娯楽業

岡山県
総社市小寺2060アーバン
ハウス202

1277 株式会社身体改善研究所
生活関連サービ
ス・娯楽業

岡山県
岡山市中区藤原西町1-6-
43-2F-A

http://www.anthein.com/

1278
アトラクティブ大永株式
会社

その他のサービ
ス業

岡山県 岡山市北区柳町2-4-18

1279 株式会社みつまた
生活関連サービ
ス・娯楽業

岡山県 岡山市中区藤崎559-1

1280 山陽設計工業株式会社
専門・技術サー
ビス業

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

1281
株式会社アンフルール
ヘアーデザイン フレア

生活関連サービ
ス・娯楽業

岡山県
岡山市北区西古松2-3-1ナ
ナリーフ大元1F

1282 株式会社WY 卸売・小売業 岡山県 岡山市中区穝161-1
1283 Welcome dental clinic 医療・福祉 岡山県 岡山市北区奥田1-8-19

1284 菊池建築事務所
専門・技術サー
ビス業

岡山県 岡山市中区福泊30-8 http://arch-kikuchi.chicappa.jp/



1285
株式会社クローバーデザ
イン

その他のサービ
ス業

岡山県
岡山市北区野田2-2-35 上
杉第3ビル野田101

1286 株式会社BSS
電気・ガス・熱
供給・水道業

岡山県 岡山市東区上道北方728

1287 フジモト工業株式会社 製造業 岡山県 井原市芳井町吉井3603 http://www.fujimoto-kogyou.jp/

1288 有限会社新東防水工業 建設業 岡山県 赤磐市下仁保353-5 http://www.sinto-bosui.co.jp/

1289 倉敷化工株式会社 製造業 岡山県
倉敷市連島町矢柄四の町
4630

1290
サノヤス・ビジネスパー
トナー株式会社倉敷営業
所

その他のサービ
ス業

岡山県 倉敷市児島塩生2767-21

1291
株式会社サノテック岡山
事業所

情報通信業 岡山県 倉敷市児島塩生2767-21 http://www.sanotec..co.lp

1292 倉敷シーサイドホテル 飲食店・宿泊業 岡山県 倉敷市児島塩生2767-21 http://www.kurashiki-seaside..co.jp

1293 有限会社アクシス 情報通信業 岡山県 倉敷市老松町4-8-20 http://www.axis2002.jp

1294 株式会社明日絵
生活関連サービ
ス・娯楽業

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

1295 如竹堂 卸売・小売業 岡山県 倉敷市本町14-5

1296
有限会社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

1297
山陽クリエイトサービス
株式会社

その他のサービ
ス業

岡山県 倉敷市船穂町船穂1074-1

1298 株式会社タツシン 卸売・小売業 岡山県 倉敷市日吉町476-4 http://www.kura.net/tatsu

1299
株式会社子育てサポート
かがやきっず

医療・福祉 岡山県
倉敷市児島上の町1-1-16-
8

1300 株式会社セット・アップ
生活関連サービ
ス・娯楽業

岡山県 倉敷市堀南785-6 http://www.setup-group.com

1301 株式会社智生 建設業 岡山県 倉敷市玉島柏島1419-1
1302 有限会社脇本電気工事 建設業 岡山県 倉敷市連島町連島1944-1 http://www.wakiden-kurashiki.com/

1303 有限会社谷野自動車工業
その他のサービ
ス業

岡山県 倉敷市玉島阿賀崎1-3-7

1304 株式会社辻本店 製造業 岡山県 真庭市勝山116 http://www.gozenshu.co.jp

1305 有限会社三好野旅館 飲食店・宿泊業 岡山県 真庭市湯原温泉68 http://www.net626.co.jp

1306 アセス株式会社
その他のサービ
ス業

岡山県 津山市中北上1731-2

1307 院庄林業株式会社 製造業 岡山県 津山市二宮22-1 http://www.innocho.co.jp

1308 有限会社美甘養蜂園 製造業 岡山県 津山市小田中1-1
1309 株式会社すえ木工 製造業 岡山県 津山市八出244-1
1310 わかな合資会社 卸売・小売業 岡山県 苫田郡鏡野町吉原695-2

1311 有限会社住吉
生活関連サービ
ス・娯楽業

岡山県 津山市高野山西1909-6

1312 山陽新聞社 情報通信業 岡山県 岡山市北区柳町2-1-1 http://c.sanyonews.jp/

1313
名水美人ファクトリー株
式会社

製造業 岡山県 小田郡矢掛町中205 http://www.meisuibijin.co.jp/

1314 岡山県アパレル工業組合
複合サービス事
業（郵便局・農
業協同組合等）

岡山県 倉敷市児島駅前1-46 http://www.okayama-ap.or.jp/

1315
岡山県中小企業団体中央
会

複合サービス事
業（郵便局・農
業協同組合等）

岡山県
岡山市北区弓之町4-19-
202

http://www.okachu.or.jp/

1316 株式会社ランネット 情報通信業 岡山県 真庭市赤野409-7 http://www.lannet-inc.co.jp/

1317 SGクリエイト株式会社 飲食店・宿泊業 岡山県 倉敷市笹沖435-7 http://www.sg-create.jp

1318 有限会社コドモ館 卸売・小売業 岡山県 倉敷市児島駅2-41-1
1319 倉敷製帽株式会社 卸売・小売業 岡山県 倉敷市羽島65-7

1320
倉敷ステーションホテル
株式会社

飲食店・宿泊業 岡山県 倉敷市阿知2-8-1 http://www.kurashiki-sh.co.jp

1321 有限会社守屋建具店 製造業 岡山県 倉敷市二日市63-1
1322 株式会社ナルミ 建設業 岡山県 総社市上林1753-4
1323 有限会社光畑設計 建設業 岡山県 総社市長良837
1324 株式会社八起電気工事 建設業 岡山県 倉敷市南畝5-11-1 http://www.yaokidenkikoji.jp

1325 株式会社でんでん 情報通信業 岡山県 倉敷市老松町4-6-11

1326
平松エンタープライズ株
式会社

卸売・小売業 岡山県 倉敷市昭和1-2-22 http://www.hiramatsu-ep.co.jp



1327 株式会社サンフラワー
生活関連サービ
ス・娯楽業

岡山県 倉敷市昭和1-2-22 http://www.sunfllower-net.jp/

1328 うどん坊　かがみの 飲食店・宿泊業 岡山県 苫田郡鏡野町円宗寺211-1
1329 有限会社まほら 農業・林業 岡山県 津山市野村891-2 http://mahora.e-tsuyama.com

1330 有限会社アンジェ 卸売・小売業 岡山県 津山市山北400-4 http://www.ange-cake.com/

1331 株式会社フィット 建設業 岡山県 津山市沼2-22
1332 株式会社スペック 建設業 岡山県 津山市大田820-19

1333
株式会社高橋ﾎﾟﾝﾌﾟ設備工
業

電気・ガス・熱
供給・水道業

岡山県 津山市押入566-1

1334 有限会社武岡商店 卸売・小売業 岡山県 津山市押入1197
1335 サコ産業株式会社 製造業 岡山県 津山市川崎1130
1336 サコ電子工業有限会社 製造業 岡山県 津山市川崎1130

1337
有限会社ニコニコシンシ
アー保険サービス

金融・保険業 岡山県 津山市山下35-4

1338 株式会社アアル技研 製造業 岡山県 津山市国分寺576-1 http://www.aai-gknnet.co.jp/

1339 作東土木運送株式会社 建設業 岡山県 美作市江見448-1 http://www.janyken.com/

1340 有限会社鈴鹿モータース
専門・技術サー
ビス業

岡山県 久米郡美咲町久木256

1341 有限会社村上モータース
専門・技術サー
ビス業

岡山県 津山市新野東1107 http://murakami-motors.com

1342 株式会社森淵林業 農業・林業 岡山県 津山市野介代147-13 http://moribuchiringyo.co.jp

1343 株式会社モコガレージ
専門・技術サー
ビス業

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

1344
有限会社ワタナベトー
ヨー住器

建設業 岡山県 高梁市落合町阿部783 http://www.lixil-madolier.jp/5000421/

1345
有限会社トークカンパ
ニー

金融・保険業 岡山県 岡山市東区才崎398

1346 株式会社笹野モータース 卸売・小売業 岡山県 玉野市宇野1-15-10 http://sasano-motors.com/

1347
農業生産法人タートル
ファーム株式会社

農業・林業 岡山県 玉野市山田1759-3 http://www.turtle-farm.jp/

1348
一般社団法人岡山県ト
ラック協会

複合サービス事
業（郵便局・農
業協同組合等）

岡山県 岡山市北区青江1-22-33 http://www.okayama-ta.or.jp/

1349
公益財団法人玉野市公園
緑化協会

その他のサービ
ス業

岡山県 玉野市田井2-4490 http://www.tamano.or.jp/usr/miyama/

1350 株式会社メイセイ 建設業 岡山県 岡山市北区下足守1038 http://www.meiseico.com/

1351 有限会社フクシマ宅建 不動産業 岡山県 岡山市北区奉還町4-12-22

1352 Butterfly Jewel
生活関連サービ
ス・娯楽業

岡山県
岡山市北区幸町8-25岡山
エクセルビル202

1353 秋葉商店株式会社 卸売・小売業 岡山県 総社市小寺668-1
1354 cafebar douze 飲食店・宿泊業 岡山県 岡山市東区可知1-383-7

1355
アサヒサービス株式会社
朝日こどもクラブ

その他のサービ
ス業

岡山県 岡山市北区伊福町4-4-3

1356 UniQ
生活関連サービ
ス・娯楽業

岡山県
岡山市北区本町9-14IKビ
ル2F

1357 林英男行政書士事務所
専門・技術サー
ビス業

岡山県 岡山市中区賞田273-5

1358 株式会社シファカ
専門・技術サー
ビス業

岡山県 岡山市北区石関町6-3 http://cifaka.jp/

1359 わかな合資会社 卸売・小売業 岡山県 苫田郡鏡野町吉原695-2 http://www.wakana-kagamino.jp/

1360 瀬戸内温泉　たまの湯
生活関連サービ
ス・娯楽業

岡山県 玉野市築港1-1-11 http://www.seto-tamanoyu.jp/

1361 宇野港土地株式会社 不動産業 岡山県 玉野市宇野1-11-1 http://www.unokotochi.jp/

1362 株式会社東洋工務店 建設業 岡山県 倉敷市神田2-7-45 http://www.touyoukomuten.co.jp/

1363 有限会社あんしんライフ 金融・保険業 岡山県
浅口市鴨方町六条院中
3949-3

http://www.tmn-agent.com/anshinlife/

1364 有限会社ソレイユ 医療・福祉 岡山県 倉敷市浜ノ茶屋1-8-5 http://Jukou3.com
1365 メタルスカイ 飲食店・宿泊業 岡山県 岡山市北区旭本町6-5
1366 株式会社美袋交通 運輸業 岡山県 総社市美袋32-2
1367 ジーエス縫製株式会社 製造業 岡山県 総社市井手1162-1 http://gshousei.co.jp

1368
株式会社JFEメカフロント
倉敷

その他のサービ
ス業

岡山県 倉敷市水島川崎通り1

1369
グループホームあなたの
ふるさと萌

医療・福祉 岡山県 倉敷市黒石377-1



1370 有限会社水島ランドリー
その他のサービ
ス業

岡山県 倉敷市中畝8-2-5

1371 株式会社三宅観光 医療・福祉 岡山県 倉敷市下津井3-105
1372 株式会社mountook 卸売・小売業 岡山県 倉敷市林160-1
1373 株式会社アポロ 金融・保険業 岡山県 津山市田町14

1374 鶴山自動車株式会社
専門・技術サー
ビス業

岡山県 津山市田町14

1375 西日本環境測定株式会社
専門・技術サー
ビス業

岡山県 津山市押入572-1

1376 株式会社岡田工務店 建設業 岡山県 津山市志戸部98-12

1377 株式会社GLOCAL
専門・技術サー
ビス業

岡山県
岡山市北区中山下1-10-10
新田ビル5階

http://www.glocal-consulting.co.jp/

1378 橋本義肢製作株式会社 製造業 岡山県 岡山市南区浦安西町32-13 http://www.hashimoto.co.jp/

1379 株式会社吉田本店 製造業 岡山県 岡山市北区奥田本町5-12 http://tenpe.cc/

1380
沖縄ツーリスト株式会社
岡山支店

生活関連サービ
ス・娯楽業

岡山県
岡山市北区下石井2-1-
18ORIX岡山下石井ビル3階

https://www.ranrantour.jp/

1381 hair Technica
生活関連サービ
ス・娯楽業

岡山県
岡山市北区十日市西町8-
15

http://hair-technica.com/

1382 株式会社ヴァルシス
その他のサービ
ス業

岡山県 広島県福山市若松町7-5

1383
溝手社会保険労務士事務
所

専門・技術サー
ビス業

岡山県 岡山市北区大供2-1-1-401 http://moshparty26.wixsite.com/mizotesroffice

1384
一般社団法人岡山県自動
車整備振興会

複合サービス事
業（郵便局・農
業協同組合等）

岡山県 岡山市北区富吉5301-8 http://www.oaspa.or.jp/

1385
岡山県自動車整備商工組
合

複合サービス事
業（郵便局・農
業協同組合等）

岡山県 岡山市北区富吉5301-8 http://www.okaseishou.com/

1386 日比製練物流株式会社 運輸業 岡山県 玉野市日比6-1-1 http://hibibutsu.com/
1387 総興運輸倉庫株式会社 運輸業 岡山県 玉野市玉原3-11-2 http://www.sohkoh.co.jp/

1388 ヒルタ工業株式会社 製造業 岡山県 笠岡市茂平1410 http://www.hiruta-kogyo.co.jp/

1389
ヒューマン・リンク社労
士事務所

専門・技術サー
ビス業

岡山県 笠岡市富岡25-24 http://www.human-link.biz/

1390 カケルデザイン
専門・技術サー
ビス業

岡山県
岡山市北区西古松2-26-
22BIOプラザ1061

http://kakeru-design.org/

1391 株式会社fiction plus 卸売・小売業 岡山県 岡山市中区赤田223-1-103
1392 シーボーイ笠岡店 卸売・小売業 岡山県 笠岡市三番町2-6 http://c-boy.hp.gogo.jp/

1393 鳥越紡機株式会社 製造業 岡山県 井原市井原町1131-1

1394
株式会社瀬戸内海経済レ
ポート

情報通信業 岡山県 岡山市北区西島田町8-9 http://www.visionokayama.jp/

1395 上道運輸株式会社 運輸業 岡山県 岡山市東区東平島42-3 http://jyotounyu.jp/
1396 山県化学株式会社 製造業 岡山県 倉敷市児島下の町5-2-22 http://www.manaita.co.jp/

1397 医療法人王慈会 医療・福祉 岡山県 倉敷市児島下の町5-2-17 http://www.ohji-nouge.or.jp

1398 司法書士法人永田事務所
その他のサービ
ス業

岡山県 倉敷市白楽町249-5 http://www.nagata-office.jp

1399 シャトレーゼ笹沖店 卸売・小売業 岡山県 倉敷市笹沖362-5
1400 恒松建築株式会社 建設業 岡山県 倉敷市浦田1682-2 http://www.reform-Idesign.com

1401 cut　space　Healing 飲食店・宿泊業 岡山県 倉敷市吉岡268-1
1402 ローソン倉敷亀山店 卸売・小売業 岡山県 倉敷市亀山729-10
1403 有限会社プラス・サム 医療・福祉 岡山県 倉敷市玉島黒崎5577 http://care-biz/33/seeside-semi/

1404 大印株式会社倉敷大果 卸売・小売業 岡山県 倉敷市西中新田525-2
1405 有限会社大成電気工事 建設業 岡山県 倉敷市粒江1625-6

1406 hair atelier TIERIA
その他のサービ
ス業

岡山県
倉敷市寿町3-2寿プラザ
2F201号

http://tieria-hair.jp

1407
有限会社ファシヨンヘ
アーミナト

生活関連サービ
ス・娯楽業

岡山県 津山市河辺728-6

1408 岡山電気工事株式会社 建設業 岡山県 津山市勝部1704-10
1409 株式会社メガネルック 卸売・小売業 岡山県 津山市田町17-6

1410
笹井社会保険労務士事務
所

その他のサービ
ス業

岡山県 津山市山下5

1411 株式会社大手門 製造業 岡山県 津山市上河原531-7

1412 有限会社重松鉄工所
専門・技術サー
ビス業

岡山県 津山市宮部下1906



1413
株式会社岡山ランゲージ
センター

教育・学習支援
業

岡山県
岡山市北区駅元町15-1
リットシティビル208

http://www.berlitz.co.jp/

1414
岡山県貯水槽管理事業協
同組合

複合サービス事
業（郵便局・農
業協同組合等）

岡山県 岡山市中区平井1097 http://www.okachosui.com/

1415 株式会社生興運送 運輸業 岡山県 井原市木之子町3395

1416 有限会社ケイエスライン 運輸業 岡山県
岡山市中区門田屋敷2-2-
19-201

http://www.ksline.co.jp/

1417 株式会社山陽モノレール 建設業 岡山県 瀬戸内市邑久町豊原126-2 http://www.sanyo-monorail.co.jp/

1418 株式会社ACT 不動産業 岡山県 岡山市北区西古松230-110
1419 日本綿布株式会社 製造業 岡山県 井原市東江原町1076 http://www.nihonmenpu.co.jp/

1420 一丸タクシー株式会社 運輸業 岡山県 井原市岩倉町352-1

1421 有限会社柳屋建材店 建設業 岡山県
岡山市東区西大寺中3-23-
13

http://www.yanagiya-kenzaiten.co.jp/

1422
山﨑プラント株式会社水
島営業所

建設業 岡山県
倉敷市水島川崎通りJFE構
内

http://www.yamasaki-p.jp/

1423 玉島商工会議所
複合サービス事
業（郵便局・農
業協同組合等）

岡山県 倉敷市玉島中央町2-3-12 http://www.tamashima-cci.or.jp/

1424 合資会社浅越機械製作所 製造業 岡山県 岡山市南区箕島950-1 http://www.asagoe.co.jp/

1425 株式会社西部観光バス 運輸業 岡山県 井原市下出部町516-1 http://www.seibukanko.jp/

1426 デイサービス住人十彩 医療・福祉 岡山県 倉敷市新田2474
1427 十合物産株式会社 飲食店・宿泊業 岡山県 倉敷市笹沖1365
1428 福栄産業株式会社 製造業 岡山県 倉敷市南畝6-8-41
1429 株式会社なんば建設工房 建設業 岡山県 倉敷市児島上の町1-11-44 http://www.nanbakenchiku.co.jp

1430 有限会社徳河製作所 製造業 岡山県 岡山市北区牟佐456

1431 有限会社ｓａｔｅｒａ
その他のサービ
ス業

岡山県 津山市北園町42-13

1432 株式会社アサクラドゥ 卸売・小売業 岡山県 津山市東一宮51-1
1433 株式会社氏平 飲食店・宿泊業 岡山県 津山市大田704-3
1434 有限会社がざい石はら 卸売・小売業 岡山県 津山市沼87-21

1435 有限会社創示社
その他のサービ
ス業

岡山県 津山市小田中934-2

1436 株式会社近藤組 建設業 岡山県 津山市高野山西2225-2
1437 株式会社エックスランド 卸売・小売業 岡山県 津山市沼844-5
1438 株式会社竹本商店 卸売・小売業 岡山県 津山市高野山西1906-17

1439
株式会社ＮＩＣＥ　ＯＮ
Ｅ

金融・保険業 岡山県 津山市北町43-1

1440 有限会社ふじわら
生活関連サービ
ス・娯楽業

岡山県 津山市東一宮252-5

1441 有限会社ニシダ電子 製造業 岡山県 津山市津山口145-1
1442 株式会社有本建設 建設業 岡山県 備前市伊部306 http://www.k-arimoto.com/

1443 株式会社成和設備工業所 建設業 岡山県 岡山市中区藤崎685-7 http://seiwasetubi.com/

1444 株式会社サクセス・ワン 建設業 岡山県 倉敷市石見町2-36 http://success-one.hp.gogo.jp/

1445
有限会社岡経営コンサル
タント事務所

専門・技術サー
ビス業

岡山県 倉敷市児島稗田町21-6

1446 オートサンヨー株式会社
その他のサービ
ス業

岡山県 岡山市中区倉益206-1 http://asbp.jp/

1447 NYC株式会社
その他のサービ
ス業

岡山県 岡山市南区妹尾4130-2 http://www.nyc-inc.jp/

1448 株式会社エイゼン社 建設業 岡山県 総社市中央4-7-101 http://www.eizen.ne.jp/

1449 岡山トヨタ車体株式会社
専門・技術サー
ビス業

岡山県 岡山市北区野田4-15-61 http://www.okabp.com/

1450 アサヒ防災工事株式会社 建設業 岡山県 久米郡美咲町北760 http://www.a-bousai.co.jp/

1451 有限会社秋山経営会計
専門・技術サー
ビス業

岡山県 総社市中央6-7-112 http://aki.tkcnf.com/

1452 大石建設工業 建設業 岡山県 倉敷市広江2-12-18-3

1453
株式会社グリーンキュー
ビック

製造業 岡山県 倉敷市船穂町船穂2192 http://www.green-cubic.com/

1454 株式会社優食 飲食店・宿泊業 岡山県 倉敷市水島南幸町6-2 http://www.yushoku-kaigosyoku_com/

1455 株式会社haru　hana
生活関連サービ
ス・娯楽業

岡山県 倉敷市北畝1-18-17 http://www.haruhana.jp

1456 株式会社fluffi 医療・福祉 岡山県 倉敷市片島町1112-8 http://fluffi.jp



1457 株式会社いのうえ
その他のサービ
ス業

岡山県 倉敷市二日市511-1 http://www.everhall.co.jp/

1458 カフェ＆レスト　マイム
生活関連サービ
ス・娯楽業

岡山県 津山市小原135-20

1459
ファミリーマート津山小
田中店

生活関連サービ
ス・娯楽業

岡山県 津山市小田中222-2

1460 有限会社小松組 建設業 岡山県 英田郡西粟倉村長尾2372 http://www.komatsugumi-jp

1461 有限会社芦田設計
その他のサービ
ス業

岡山県 津山市津山口204-1

1462 株式会社バンバラ自工
専門・技術サー
ビス業

岡山県 津山市茅町85

1463 有限会社山陽技研塗装 製造業 岡山県 津山市中原66

1464
水島商会　代表　水島祥
之

卸売・小売業 岡山県 津山市下野田388-2

1465 有限会社榎本産業 運輸業 岡山県 津山市八出1108
1466 有限会社藤資材商工 卸売・小売業 岡山県 津山市東一宮651-3

1467 有限会社神崎会計事務所
その他のサービ
ス業

岡山県 津山市志戸部647-9

1468 神崎税理士事務所
その他のサービ
ス業

岡山県 津山市志戸部647-9

1469 イヅミック株式会社
その他のサービ
ス業

岡山県 倉敷市福江547-6 http://www.izumic.co.jp/

1470 川上建設株式会社 建設業 岡山県 倉敷市連島町連島704 http://www.kawakami-k.com/

1471 笠岡信用組合玉島支店 金融・保険業 岡山県 倉敷市新倉敷駅前4-33 http://www.kasaoka.shinkumi.jp/

1472
株式会社スタイルプロダ
クツ

専門・技術サー
ビス業

岡山県 倉敷市玉島爪崎1080-1

1473
株式会社BFC Relaxing 
Moment Aulii

生活関連サービ
ス・娯楽業

岡山県
倉敷市笹沖1274-1ゆめタ
ウン倉敷3F

http://www.relaxingmoment-aulii.com

1474
株式会社倉敷ケーブルテ
レビ

情報通信業 岡山県 倉敷市中島2661-1 http://www.kct.co.jp/

1475 デイサービス住人十彩 医療・福祉 岡山県 倉敷市新田2474

1476
未来住宅サービス株式会
社

建設業 岡山県 倉敷市連島中央5-19-19

1477 中田テント株式会社 製造業 岡山県 倉敷市北畝5-23-60
1478 株式会社鵬林 卸売・小売業 岡山県 倉敷市笹沖490 http://www.hourin-inc.com

1479 丸口重機工業株式会社
その他のサービ
ス業

岡山県 倉敷市中畝1-5-38

1480 株式会社藤原車輌 卸売・小売業 岡山県 倉敷市加須山886-2

1481 Lien
生活関連サービ
ス・娯楽業

岡山県 倉敷市日ノ出町1-5-15

1482 株式会社はぁもにぃ倉敷
教育・学習支援
業

岡山県 倉敷市羽島666-1

1483 吉田化成株式会社 製造業 岡山県 倉敷市昭和1-3-28
1484 有限会社前田潔商店 卸売・小売業 岡山県 総社市長良452-5

1485
ペガサスキャンドル株式
会社

製造業 岡山県 倉敷市西阿知町1320-5 http://www.pegasasuscandle.com

1486 有限会社ヒロハウス 医療・福祉 岡山県 倉敷市児島下の町4-13-46 http://www.hirohouse.com

1487
有限会社グランディー
オート

その他のサービ
ス業

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

1488 株式会社イケイケオート 卸売・小売業 岡山県 総社市真壁2115 http://www.ikeike.ne.jp
1489 株式会社岡本工業所 建設業 岡山県 総社市総社1288

1490
有限会社アーブァンマエ
ハラ

金融・保険業 岡山県 津山市横山377-8

1491 株式会社マルイ 卸売・小売業 岡山県 津山市二宮71 http://wwwmaruilife.co.jp

1492 有限会社萩原住研 建設業 岡山県 津山市小田中2218 http://www.h-juken.co.jp

1493 株式会社青林 農業・林業 岡山県
英田郡西粟倉村大字長尾
2629-3

1494 株式会社ピクシー不動産 不動産業 岡山県 津山市小田中2206-3

1495
新津山国際ホテル株式会
社

飲食店・宿泊業 岡山県 津山市山下98-2

1496 株式会社結花 建設業 岡山県 津山市近長641-1

1497 津山ビル管理有限会社
その他のサービ
ス業

岡山県 津山市小田中1972-54 http://tsuyamabirukanri.com

1498 サトミ紙工株式会社 製造業 岡山県 津山市中島238



1499 有限会社田口工業所
専門・技術サー
ビス業

岡山県 津山市高野本郷858

1500 株式会社末田 製造業 岡山県 津山市河面790-1 http://www6.ocn.ne.jp/
1501 加茂繊維株式会社 製造業 岡山県 津山市加茂町青柳40 http://www.bsfine.com
1502 株式会社鈴鹿屋 卸売・小売業 岡山県 津山市沼77-12 http://cms.suzukaya.com/admin/

1503 山一水産株式会社 卸売・小売業 岡山県 津山市戸島921-5

1504 有限会社スカイ
教育・学習支援
業

岡山県 津山市大田83-22 http://www.skayltd.jp/

1505 有限会社フラットアウト
その他のサービ
ス業

岡山県
加賀郡吉備中央町上田西
1328

http://www.flatout-net.com/

1506 スズキ自販真庭
その他のサービ
ス業

岡山県 真庭市久世3280-2 http://www.kurumaerabi.com/

1507 有限会社コーモト薬局 卸売・小売業 岡山県 倉敷市玉島八島1757-10 http://www.koumoto.jp/

1508 社会福祉法人　白寿会 医療・福祉 岡山県 倉敷市玉島1719 http://www.sinkura-hsp.com/kaigo/

1509 株式会社トラスト工業 製造業 岡山県 岡山市東区豊田153-1 http://www.trust-1997.co.jp/

1510 三東工業株式会社 製造業 岡山県 倉敷市玉島乙島8252-41 http://www.310kg.com/
1511 株式会社ハマックス 建設業 岡山県 倉敷市笹沖81-10
1512 えぐち耳鼻咽喉科 医療・福祉 岡山県 倉敷市北畝7-3-7

1513
天城いきいき村ケアセン
ター有限会社

医療・福祉 岡山県 倉敷市藤戸町天城493-5

1514 有限会社長尾ランドリー
生活関連サービ
ス・娯楽業

岡山県 倉敷市新倉敷駅前3-176-3

1515 カモ井加工紙株式会社 製造業 岡山県 倉敷市片島町236 http://www.kamoi-net.co.jp

1516
セブンイレブン津山河辺
店

卸売・小売業 岡山県 津山市河辺1157-1

1517
セブンイレブン津山国分
寺店

卸売・小売業 岡山県 津山市国分寺138

1518 有限会社ナガタ木材 農業・林業 岡山県 真庭市樫東1306-1

1519
ハートフルサービスひま
わり

その他のサービ
ス業

岡山県
津山市二宮611-1スペース
ビル１ＦＡ号室

http://hs-himawari.com

1520 有限会社　酒のマエダ 卸売・小売業 広島県 福山市元町7-6 http://www.sakeno-maeda.jp

1521 株式会社　京泉工業 製造業 広島県 尾道市向島町16061-18 http://www.kyoizumi.ecnet.jp

1522 itsuka　KIT　DESIGN
生活関連サービ
ス・娯楽業

広島県 広島市西区扇2-1-45 http://www.itsuka-nail.com

1523 株式会社　パッセージ 卸売・小売業 広島県 呉市中通2-6-2

1524 AZLinks
その他のサービ
ス業

広島県 廿日市市大野原2-1-8 http://azlinks.net

1525 株式会社　FOREXトーリン 製造業 広島県 三次市三原町16-1

1526 株式会社　Roope’s
その他のサービ
ス業

広島県
広島市安佐南区祇園4-51-
24

http://www.roopes.co.jp

1527 株式会社　くれせん
その他のサービ
ス業

広島県 呉市西中央4-6-3 http://www.kuresen.co.jp

1528 三十八花堂
専門・技術サー
ビス業

広島県
広島市中区八丁掘12-8　
ルミナス八丁掘4F

http://www.bach-lab.com

1529 丸栄被服　株式会社 製造業 広島県 府中市高木町690

1530
株式会社　ガリバープロ
ダクツ

その他のサービ
ス業

広島県 広島市中区紙屋町1-1-17 http://www.gariver.co.jp/

1531 株式会社　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://afys.jp

1532
有限会社　山岡社会保険
サービスセンター

その他のサービ
ス業

広島県 広島市東区戸坂桜西町9-9

1533
山岡社会保険労務士事務
所

専門・技術サー
ビス業

広島県 広島市東区戸坂桜西町9-9

1534 有限会社　池口精肉店 卸売・小売業 広島県 福山市新涯町5-31-39 http://ikeguchi-meat.jp
1535 株式会社　フルケア 卸売・小売業 広島県 広島市西区南観音7-13-20 http://www.full-care.jp

1536
有限会社　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

1537 株式会社　井川自動車
その他のサービ
ス業

広島県 呉市川尻町森4-17-24 http://www.ikawa-jidousha.com

1538 株式会社　仁保自動車
その他のサービ
ス業

広島県
広島市南区仁保新町1-8-
26

http://www.niho-jidosha.jp

1539 株式会社　鉄道広告
専門・技術サー
ビス業

広島県 尾道市東尾道10-12 http://www.tetsudo-ad.co.jp

1540 有限会社　川添商店 製造業 広島県 広島市西区南観音7-3-21 http://www.kawazoe-shouten.com



1541 有限会社　アイエス工房 製造業 広島県
広島市東区戸坂大上3-3-
11

http://www.iscobo.com

1542
トータルアシスト　株式
会社

建設業 広島県
尾道市木之庄町木梨山方
500

1543
株式会社　ロポロデザイ
ンクリエーション

その他のサービ
ス業

広島県 福山市南本庄5-2-28

1544 株式会社　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

http://newton-ins.com

1545 株式会社　ファイブワン 医療・福祉 広島県 福山市野上町2-10-40

1546 日の丸交通　株式会社 運輸業 広島県
広島市安佐南区大町東4-
10-37

http://www.htg.co.jp/kotsu

1547 株式会社　ユアリーガ
生活関連サービ
ス・娯楽業

広島県 広島市中区本通1-4 http://www.leehga.jp

1548 まつおか鍼灸整骨院 医療・福祉 広島県
広島市西区打越町11-8　
横川ハイタウン105

http://www.matsuoka-seikotsu.com

1549 株式会社　vision
教育・学習支援
業

広島県
福山市曙町5-13-17　メゾ
ンSY101

1550 伸協電機販売　株式会社 卸売・小売業 広島県 福山市東手城町1-29-2
1551 TAG　株式会社 建設業 広島県 福山市東深津町1-14-17 http://www.tagcompany.jp

1552 株式会社　JUDGE 卸売・小売業 広島県 広島市中区三川町4-4
1553 青山配工　株式会社 建設業 広島県 尾道市美ノ郷町三成882-1
1554 あべの創建 建設業 広島県 福山市西桜町1-12-7
1555 有限会社　シリウス 製造業 広島県 福山市一文字町14-32
1556 有限会社　やすもと 製造業 広島県 尾道市正徳町14-9
1557 島谷建装　株式会社 建設業 広島県 三原市明神4-5-1

1558 サンケイ開発　有限会社 建設業 広島県
広島市東区牛田新町2-4-
34

1559 有限会社　金丸運送店 運輸業 広島県 福山市新市町常1250-6
1560 川原食品　株式会社 製造業 広島県 尾道市東尾道15-12 http://www.onomichi-tsukudani.com

1561 MOLDNEST-RIZID 卸売・小売業 広島県
広島市中区三川町7-19-
101

1562 宮商　株式会社 建設業 広島県 尾道市東尾道12-1

1563 有限会社　ヤスケン産業 建設業 広島県
広島市安佐南区西原9-18-
3-11

1564 株式会社　Salt　design 建設業 広島県 福山市北吉津町5-2-12

1565 株式会社　マスターズ
その他のサービ
ス業

広島県
広島市西区三滝本町1-21-
21

1566
株式会社　スピングルカ
ンパニー

製造業 広島県 府中市府中町74-1 http://www.spingle.jp

1567 Rondo．Hair
生活関連サービ
ス・娯楽業

広島県 福山市駅家町上守山442-5

1568 株式会社　ハンズ 金融・保険業 広島県 広島市中区大手町3-8-24 http://www.hands-insurance.com

1569 Jelly　Café 飲食店・宿泊業 広島県 福山市延広町6-9
1570 Link　有限会社 医療・福祉 広島県 福山市道三町11-38 http://massage-link.com

1571 有限会社　清水住宅設備 建設業 広島県
尾道市美ノ郷町三成351-
391

1572 有限会社　シンライフ 医療・福祉 広島県 福山市千田町3-52-14
1573 BABEL 飲食店・宿泊業 広島県 呉市中通4-2-14

1574
ゆうあいエコロジー　株
式会社

卸売・小売業 広島県
広島市西区三篠北町19-9　
友愛ビルⅡ

http://www.358113.com/

1575
日本サポートアットホー
ム　株式会社

医療・福祉 広島県
広島市安佐南区伴東1-13-
21

1576
株式会社　共栄コミュニ
ケーションズ

その他のサービ
ス業

広島県
広島市中区鉄砲町10-10　
寿ビル4F

1577
株式会社　広島リビング
新聞社

その他のサービ
ス業

広島県 広島市中区小町3-19 http://livinghiroshima.com

1578 有限会社　美鈴造園 建設業 広島県
広島市佐伯区藤の木2丁目
58-186

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

1579 株式会社　エーシーエヌ
その他のサービ
ス業

広島県 広島市西区天満町7-17 http://www.acn-car.com/

1580
トラストハウス　株式会
社

不動産業 広島県 広島市中区銀山町9-9-202

1581
ひと・いきいきカンパ
ニー　株式会社

生活関連サービ
ス・娯楽業

広島県 広島市佐伯区三筋1-1-10



1582 株式会社　朋栄社
その他のサービ
ス業

広島県
広島市中区鉄砲町10-10　
寿ビル4F

http://hoei-sha.com

1583
株式会社　テクノ自動車
学校

教育・学習支援
業

広島県 安芸郡熊野町5640-1 http://tekuno.info

1584 株式会社　PLAY　GROUND
生活関連サービ
ス・娯楽業

広島県 広島市中区中町4-18　2F http://www.replay-hair.com

1585 株式会社　かこ川商店
その他のサービ
ス業

広島県 福山市神辺町川南636-1 http://www.kakogaward.jp

1586 株式会社　ヌマックス 製造業 広島県
尾道市美ノ郷町三成237-
17

1587 株式会社　ニイダニ 建設業 広島県 呉市川尻町久俊2-8-20
1588 有限会社　河野塗装店 製造業 広島県 廿日市市宮内2442

1589
社会保険労務士井上澄子
事務所

専門・技術サー
ビス業

広島県 三次市三次町1324-6

1590 株式会社　アンリックス 製造業 広島県 福山市曙町4-14-17 http://unliex.co.jp

1591 有限会社　エフピー総研
専門・技術サー
ビス業

広島県 広島市南区的場町1-1-21 http://www.kaikeisanbo.com

1592 株式会社　会計参謀
専門・技術サー
ビス業

広島県 広島市南区的場町1-1-21 http://www.kaikeisanbo.com

1593 石田雄二税理士事務所
専門・技術サー
ビス業

広島県 広島市南区的場町1-1-21 http://www.kaikeisanbo.com

1594 SI　gropu　株式会社
その他のサービ
ス業

広島県
福山市本庄町中1-34-17　
1階メゾンキモト

http://si-group-inc.com

1595 株式会社　キヨナガ設備 建設業 広島県 三次市十日市西4-9-13 http://www.kiyonaga-setsubi.co.jp

1596 サンテレコム　株式会社 卸売・小売業 広島県 呉市海岸3-17-23
1597 株式会社　ケーシーエス 情報通信業 広島県 呉市海岸3-17-23 http://www.kcsnet.co.jp/

1598 三和印刷　株式会社 製造業 広島県 廿日市市宮内工業団地2-9
1599 有限会社　つきやま 卸売・小売業 広島県 三原市本郷南6-21-23

1600
特定非営利活動法人　フ
ラット

医療・福祉 広島県 竹原市西野町2080-5 http://www.flat-go.com

1601
株式会社　デイ・ディラ
イト

情報通信業 広島県
広島市中区堺町2-1-9　
LUXES101

http://www.daydelight.com

1602 有限会社　豊建 建設業 広島県 三原市沼田2丁目17-1

1603
セブンイレブン福山入船
町店

卸売・小売業 広島県 福山市入船町2丁目5-31

1604 ヘアサロン　スズキ
生活関連サービ
ス・娯楽業

広島県 広島市安芸区中野3-2-16

1605 進吾　株式会社 卸売・小売業 広島県 尾道市御調町市62-1

1606 株式会社　はっけん
その他のサービ
ス業

広島県 福山市三之丸町11-14 http://hakken.co.jp

1607 社会福祉法人　仁寿会 医療・福祉 広島県 竹原市中央3丁目10-14 http://www.jinjyukai-takehara.or.jp

1608
メディカルシステム　株
式会社

情報通信業 広島県 広島市西区井口5丁目15-9 http://www.medical-systems.co.jp

1609
株式会社　ワンエンター
プライズ

生活関連サービ
ス・娯楽業

広島県
広島市中区新天地6-10本
州会館3階

http://one-ep.co.jp

1610
サンヨー検査工業　株式
会社

専門・技術サー
ビス業

広島県 呉市本通1-6-15

1611 一般社団法人　結 医療・福祉 広島県 三次市畠敷町844-1 http://kidsyui.com
1612 株式会社　優良環境開発 卸売・小売業 広島県 広島市中区三川町3-12 http://www.universal-unit.com

1613 飛企画 情報通信業 広島県
広島市東区福田1-672-1　
原野ビル203

http://www.tobi-kikaku.jp

1614 タイム　株式会社 製造業 広島県
三原市沼田町西町小原73-
48

http://www.time-merit.co.jp

1615
株式会社　エスアンド
ディーコーポレーション

卸売・小売業 広島県 広島市東区牛田東3-6-27

1616
株式会社　スタジオアン
グル

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

1617 有限会社　長和 金融・保険業 広島県 広島市中区昭和町10-24

1618 山ふく 飲食店・宿泊業 広島県
福山市沼隈町能登原2543-
1

1619 株式会社　そば庄出雲 飲食店・宿泊業 広島県
広島市安佐南区大町東3-
15-1

1620 株式会社　アタック
その他のサービ
ス業

広島県 広島市中区鉄砲町9-6-2F http://kirei-ouen.com



1621 株式会社　イオナス 医療・福祉 広島県 福山市南蔵王町4-14-10 http://ytb.3014.com
1622 株式会社　おおはら 卸売・小売業 広島県 竹原市新庄町38-1

1623
ヘルパー事業所　うきう
きわくわく

医療・福祉 広島県 福山市駅家町江良307-3

1624 有限会社　作田水産 漁業 広島県 呉市倉橋町3651-2 http://www.sakuda-suisan.co.jp/

1625 有限会社　キャパ
生活関連サービ
ス・娯楽業

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

1626
キュリオステーション広
島緑井校

教育・学習支援
業

広島県
広島市安佐南区緑井2-13-
5

http://pc-midorii.com

1627 行政書士法人　Asumia
専門・技術サー
ビス業

広島県
広島市東区光町2丁目6-41　
セネスビル4F

http://e-jimusho.com/index.html

1628 株式会社　環境開発公社
その他のサービ
ス業

広島県 広島市西区南観音6-12-21 http://www.kankyokaihatsukosha.co.jp

1629 株式会社　ビオレ
生活関連サービ
ス・娯楽業

広島県
広島市中区八丁掘5-22-
501

1630 株式会社　光文堂 製造業 広島県 呉市川尻町東3-10-45 http://koubundo.co.jp
1631 株式会社　エステック 建設業 広島県 福山市曙町1-2-21
1632 ショウエイ　株式会社 建設業 広島県 福山市曙町1-2-21 http://shoei-kkk.co.jp

1633
社会福祉法人　桜樹会　
地域密着型介護老人福祉
施設すず

医療・福祉 広島県
福山市駅家町万能倉1046-
2

http://ekiya-sakura.jp/oujukai/

1634
医療法人社団　黎明会　
駅家リハビリテーション
SAKURA

医療・福祉 広島県
福山市駅家町万能倉1046-
2

http://ekiya-sakura.jp

1635 株式会社　LAND.H
生活関連サービ
ス・娯楽業

広島県 広島市中区袋町7-14　1F

1636 株式会社　みやた 卸売・小売業 広島県 尾道市向島町5584-8

1637 協立建物管理　株式会社
その他のサービ
ス業

広島県 広島市東区光町1-13-20

1638
株式会社　ティーユーロ
ジネット

運輸業 広島県 安芸郡坂町北新地1-4-31 http://www.tu-logi.co.jp

1639
インフォライズン　株式
会社

その他のサービ
ス業

広島県
広島市中区橋本町6-14　
2F

http://inforizon.jp

1640 株式会社　ミツケ商会 建設業 広島県
広島市中区江波東1丁目2-
23

http://www.mitsukeshokai.co.jp/

1641 株式会社　ビッグラン 卸売・小売業 広島県 広島市佐伯区三筋1-1-10
1642 呉ビール　株式会社 製造業 広島県 呉市中通1-1-2 http://www.kurebeer.com/

1643 株式会社　IMPRESS 製造業 広島県
広島市西区南観音町21番9
号　サンシャイン観音1F

1644 株式会社　加度商 建設業 広島県 尾道市栗原町西2-3-15
1645 株式会社　ダイヤフーズ 卸売・小売業 広島県 尾道市東御所町1番6

1646 株式会社　アークライン
その他のサービ
ス業

広島県
広島市佐伯区八幡東3丁目
26-10

http://www.arcline.co.jp

1647 株式会社　アルネット
その他のサービ
ス業

広島県 福山市胡町4-24

1648 株式会社　心音
その他のサービ
ス業

広島県 福山市本庄町中3-2-13-2

1649 LIL
生活関連サービ
ス・娯楽業

広島県
三原市円一町3丁目15-3　
1F号室

http://www.lil-1515.com

1650 株式会社　SWITCH 建設業 広島県
広島市中区南千田東町1-6
大段ビル203

http://switchdesign.jp

1651 株式会社　和田工舎
その他のサービ
ス業

広島県
広島市西区三篠町3丁目6-
9

http://wadakosha.com

1652
椎木社会保険労務士事務
所

専門・技術サー
ビス業

広島県 広島市西区井口台3-21-25

1653 有限会社　やすなが 卸売・小売業 広島県 尾道市栗原町4895

1654 株式会社　MEDIAS 情報通信業 広島県
広島市西区草津新町1-21-
35広島ミクシスビル4F

http://www.md-s.jp

1655 ペアコム　株式会社 製造業 広島県 福山市駅家町倉光134-1 www.peacom.co.jp
1656 品川鋼材　株式会社 卸売・小売業 広島県 三次市十日市南2-13-8 http://sinagawakouzai.jp

1657 株式会社　中栄
生活関連サービ
ス・娯楽業

広島県
東広島市西条中央7丁目
17-8

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

1658 株式会社　さをり 医療・福祉 広島県
広島市佐伯区三宅3-8-44-
201



1659 有限会社　山崎センイ 製造業 広島県 福山市新市町相方1263-1

1660
有限会社　得能計算セン
ター

その他のサービ
ス業

広島県 呉市中央7丁目2-8

1661
株式会社　ヘアーサロン
岡本

生活関連サービ
ス・娯楽業

広島県
広島市安芸区上瀬野2-19-
27

1662 シグマ　株式会社 製造業 広島県 呉市警固屋9丁目2-28 http://sigma-k.co.jp
1663 有限会社　壇上カバン店 卸売・小売業 広島県 尾道市土堂1丁目6-8

1664 株式会社　松岡設計
専門・技術サー
ビス業

広島県 呉市本通4丁目7-7 http://www.m-archi.co.jp/

1665 有限会社　七宝設計
専門・技術サー
ビス業

広島県 三原市和田3丁目2-43

1666
株式会社　スクエアー
ファウンテン

その他のサービ
ス業

広島県
広島市中区大手町1-5-18　
IBAビル3階

http://nail-square.com

1667 有限会社　サンコスモス
その他のサービ
ス業

広島県 広島市西区山手町23-2-17

1668 株式会社　ONE
専門・技術サー
ビス業

広島県
広島市中区田中町5-7-
1302

1669
綜合テント工業　有限会
社

製造業 広島県
広島市中区舟入川口町16-
11

http://sogotent.ftw.jp

1670
株式会社　エフ・エーシ
ステム

製造業 広島県
広島市西区山手町8-22　
エフ・エービル1F

http://www.fa-sys.co.jp

1671 La　seemly　de　vent
生活関連サービ
ス・娯楽業

広島県
広島市中区立町5-2　
キャッスル立町4F

1672
社会福祉法人　高見福祉
会　橘花苑

医療・福祉 広島県 尾道市向島町立花418-1

1673 株式会社　アセダック
その他のサービ
ス業

広島県
広島市安佐北区口田4丁目
20-26

1674 株式会社　えむねっと 卸売・小売業 広島県
広島市安佐南区八木4-12-
8

http://shockprice1.jp/

1675 日栄建材工業　株式会社 卸売・小売業 広島県 広島市東区東蟹屋町5-9

1676
株式会社　リマックプラ
ス

金融・保険業 広島県 広島市中区西平塚町2-16 http://rimacplus.jp

1677 株式会社　経済レポート
専門・技術サー
ビス業

広島県
広島市中区幟町14-14　広
島教販ビル7F

http://www.keizaireport.co.jp

1678
株式会社　インテリア
ルーム

建設業 広島県 呉市広塩焼1-8-15

1679 株式会社　風籟堂 卸売・小売業 広島県 廿日市市宮島町589-6 http://www.kurika.jp
1680 岡本水産　有限会社 漁業 広島県 呉市倉橋町11894-15
1681 瀬川園芸 建設業 広島県 呉市安浦町中畑148

1682 株式会社　ヴィラ
生活関連サービ
ス・娯楽業

広島県 呉市古新開1-8-26 http://asian-relaxation-villa.com

1683
一般社団法人　福祉キャ
リアセンター

医療・福祉 広島県 広島市中区吉島東1-22-2 http://fukushicareer.jp

1684
広島綜警サービス　株式
会社

その他のサービ
ス業

広島県 広島市安佐南区西原8-2-8 http://www.alsok-hss.co.jp

1685 株式会社　エーガールズ
その他のサービ
ス業

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

1686 株式会社　ゆず 医療・福祉 広島県
尾道市美ノ郷町三成912番
地1

1687 株式会社　ハートランド 医療・福祉 広島県
尾道市美ノ郷町三成912番
地1

1688 株式会社　STソーイング 製造業 広島県 呉市安浦町水尻1丁目20-2
1689 株式会社　STreeem 製造業 広島県 呉市安浦町水尻1丁目20-5

1690
有限会社　東谷商店
セブンイレブン広島皆賀3
丁目店

卸売・小売業 広島県
広島市佐伯区皆賀3丁目9-
1

1691
有限会社　東谷商店
セブンイレブン広島西風
新都こころ店

卸売・小売業 広島県
広島市佐伯区石内北1丁目
2-1

1692 株式会社　竹原商会 運輸業 広島県
東広島市西条東北町1番36
号フロイデ弐番館3号

1693 株式会社　山崎建装 建設業 広島県 三次市高杉町1150番地2

1694 合同会社　Botan 医療・福祉 広島県
呉市広白岳2丁目6-38　
102号室



1695 株式会社　ルパラディ 卸売・小売業 広島県 呉市焼山北1丁目9-9

1696
株式会社　ペアーレ　れ
んがどおり

その他のサービ
ス業

広島県
呉市中通3丁目2-18クレア
ル6階

1697 株式会社　ともの家 医療・福祉 広島県 竹原市竹原町3541番地12

1698
ジイ・システム　有限会
社

製造業 広島県
広島市安佐南区長束5丁目
8-9

1699 有限会社　花本商店 卸売・小売業 広島県 呉市本通2-8-9
1700 株式会社　兼田水産 飲食店・宿泊業 広島県 呉市蒲刈町宮盛2032-1

1701
株式会社　Giraffe・コー
ポレーション

建設業 広島県
広島市安佐南区上安2-10-
29-2F

1702 株式会社　アイピック
専門・技術サー
ビス業

広島県
広島市東区光町1-11-5-
314

1703 株式会社　英電工 建設業 広島県
広島市安佐北区あさひが
丘1-24-3

1704 株式会社　末岡工業 建設業 広島県
広島市安佐北区可部東6-
495-1

1705
有限会社　シビル・テッ
ク

専門・技術サー
ビス業

広島県 広島市南区段原3-21-8

1706 有限会社　アダチ地質 建設業 広島県 廿日市市梅原1-2-9

1707
一般社団法人　日本ウェ
ルフェアサービス協会

医療・福祉 広島県 広島市中区大手町3-12-4

1708 Eio　合同会社 建設業 広島県
広島市西区庚午中1-12-7-
304

1709 株式会社　ハウスネット 不動産業 広島県 東広島市西条栄町9-26
1710 株式会社　春帆楼本店 飲食店・宿泊業 山口県 下関市阿弥陀寺町4-2 http://www.shunpanro.com

1711
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丁目6-2 http://www.sanden-taxi.com

1712 山口防災工業株式会社 建設業 山口県 下関市椋野町3丁目13-45 http://www.ybk.jp

1713
サンデン観光バス株式会
社

運輸業 山口県 下関市形山71番地 http://www.sandenkotsu.co.jp/group/skb

1714 サンデン旅行株式会社
その他のサービ
ス業

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

1715 みなとタクシー株式会社 運輸業 山口県 下関市大和町1-6-9

1716
株式会社地域情報新聞し
ものせき

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

1717 有限会社小月自動車 運輸業 山口県 下関市小月茶屋2-8-30
1718 株式会社ぬしとら 金融・保険業 山口県 下関市羽山町4-1

1719
山電整備センター株式会
社

その他のサービ
ス業

山口県 下関市長府扇町4-69

1720 イーグル興業株式会社 飲食店・宿泊業 山口県 下関市一ノ宮本町2-2-22 http://www1a.biglobe.ne.jp/eagle-kogyo/

1721 大和交通株式会社 運輸業 山口県 下関市中之町1-20 http://yamato-taxi.com

1722
有限会社岩原クリーニン
グ工業所

その他のサービ
ス業

山口県
下関市彦島江の浦町6-15-
9

1723 有限会社もずくセンター 製造業 山口県 下関市彦島迫町1-9-15

1724
日新リフラテック株式会
社

製造業 山口県
下関市彦島田の首町2-19-
10

http://www.nissin-refratech.co.jp

1725 株式会社富士設計
専門・技術サー
ビス業

山口県 下関市王司神田3丁目8-4

1726 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/

1727 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
1728 株式会社遠山 運輸業 山口県 下関市長府扇町5-80

1729 下関自動車整備協同組合
その他のサービ
ス業

山口県 下関市長府扇町1-53 http://www.seibikumiai.com/

1730
株式会社ホームケアサー
ビス山口

医療・福祉 山口県
下関市長府才川1丁目35-
21

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

1731 冨士物産株式会社 製造業 山口県 下関市長府扇町3-85
1732 株式会社大津屋 製造業 山口県 下関市横野町2丁目16-12 http://www.ohtsuya-shoyu.com/

1733
株式会社関門シーフレッ
シュ

卸売・小売業 山口県 下関市長府侍町2丁目1-15

1734 株式会社冷研 建設業 山口県 下関市長府扇町4-30 http://www.reiken.org/

1735
株式会社メディカルテン
ダー

医療・福祉 山口県 下関市垢田町1丁目21-16 http://www.medicaltender.co.jp

1736 株式会社介援 医療・福祉 山口県 下関市菊川町下岡枝389-1 http://r.goope.jp/kaien

1737 みどりの丘歯科医院 医療・福祉 山口県 下関王司上町1-8-18 http://www.midorinooka-dental.com



1738 こどものいえ・そらまめ 医療・福祉 山口県 下関市清末鞍馬1-1-1 http://www.soramame-kids.com

1739 有限会社サンユー流通 飲食店、宿泊業 山口県
宇部市相生町6-18　高橋
ビル2F

1740 合同会社優悠 医療、福祉 山口県 宇部市奥万倉426-1 http://yuuyuu12.petit.cc/

1741 オオカド自動車株式会社
サービス業（他
に分類されない
もの）

山口県 宇部市大字川上321-3

1742 Ｍｏｃａ・Ｒｏｃｃｉａ
生活関連サービ
ス・娯楽業

山口県 宇部市大字妻崎開作858-1 http://mocaroccia.com

1743 有限会社瀧口板金工業 建設業 山口県 宇部市浜田1丁目5-1
1744 有限会社永堀 建設業 山口県 宇部市大字上宇部2821-1
1745 山口アポロ石油株式会社 卸売・小売業 山口県 宇部市港町1-14-7

1746
株式会社ガレージコトシ
バ

卸売・小売業 山口県 宇部市港町2-4-16

1747 有限会社石川鉄工所 製造業 山口県 宇部市八王子町15-45

1748
株式会社ジーマエンター
プライズ

サービス業（他
に分類されない
もの）

山口県 宇部市昭和町4-9-19 http://ys-hair.jp

1749 株式会社鄙の館 飲食店、宿泊業 山口県 宇部市中央町1-7-11
1750 株式会社アトミテック 情報通信業 山口県 宇部市善和瀬戸原203-149 http://atomitech.jp/

1751 株式会社モリハラ 医療、福祉 山口県
山陽小野田市大字鴨庄
135-2

http://www.moriharaseikotsuin.com/

1752 焼鳥一力 飲食店、宿泊業 山口県 宇部市中央町1-10-7 http://tabelog.com/yamaguchi/A3504/A350401/35008547/

1753 株式会社佐藤ブロック 建設業 山口県 宇部市大字西岐波124-9 http://satoblock.amsstudio.jp/

1754
有限会社マルヤ兄弟スト
アー

卸売・小売業 山口県 山口県山口市駅通り1-7-7

1755
株式会社ユニエンタープ
ライズ

卸売・小売業 山口県 山口県山口市嘉川4649

1756 有限会社あけぼの 飲食店・宿泊業 山口県
山口県防府市八王子1丁目
24-29

1757
株式会社ＧＲＥＥＮ　Ｕ
Ｐ

飲食店・宿泊業 山口県
山口県防府市天神一丁目
10-27

1758
株式会社パークウエスト
山口

飲食店・宿泊業 山口県 山口県山口市亀山町5-2

1759 中央設計株式会社
専門・技術サー
ビス業

山口県
山口県山口市小郡下郷
793-3

1760 防府荷役株式会社 運輸業 山口県
山口県防府市大字浜方
415-33

1761
富士プラントサービス株
式会社

建設業 山口県
山口県防府市大字浜方66-
30

1762 株式会社平和医療器械 卸売・小売業 山口県
山口県防府市戎町2丁目4-
37

1763 桑田醤油有限会社 製造業 山口県 山口県防府市松崎町8-11

1764
株式会社プラスアイラン
ドネクスト

生活関連サービ
ス・娯楽業

山口県
山口県防府市新築地町26-
6

1765 株式会社ウィルプラン 製造業 山口県
山口県山口市小郡黄金町
10-3　第3正興ビル3F

1766 大久保裕元税理士事務所
専門・技術サー
ビス業

山口県
山口県萩市土原486-3　大
久保ビル3F

1767 山輝通信株式会社 建設業 山口県
山口県防府市岩畠2丁目3-
19

1768 株式会社ユニサプライズ 建設業 山口県 山口県山口市江崎2256-1
1769 Ｓプランニング 運輸業 山口県 山口県山口市吉田2036-3

1770
株式会社エヌティーエー
旅行

生活関連サービ
ス・娯楽業

山口県 山口県萩市大字土原165-1

1771 株式会社ナカムラ
生活関連サービ
ス・娯楽業

山口県 山口県山口市黒川2307-2

1772 浅野防災装備株式会社 建設業 山口県 周南市辻町6-15
1773 周南ビルド株式会社 卸売業、小売業 山口県 周南市相生町1-20

1774 司法書士法人みらい
サービス業（他
に分類されない
もの）

山口県 周南市岐南町8-31

1775 株式会社イケダスポーツ 卸売業、小売業 山口県 周南市河東町4-27
1776 温品自動車株式会社 卸売業、小売業 山口県 周南市西松原3-6-41



1777 株式会社山工 建設業 山口県 周南市室尾2-7-10

1778 株式会社ほけんアイ西京 金融業、保険業 山口県
周南市銀南街4　徳山銀南
街ビル4階

1779
株式会社メガパワージャ
パン

学術研究、専
門・技術サービ
ス業

山口県 周南市中央町2-3

1780
有限会社アーティマック
スジャパン

生活関連サービ
ス業、娯楽業

山口県 周南市中央町2-3

1781
株式会社ウィルコーポ
レーション

不動産業、物品
賃貸業

山口県 周南市中央町2-8

1782 静峰興産株式会社 運輸業、郵便業 山口県 周南市中央町2-3

1783 有限会社マキ美容院
生活関連サービ
ス業、娯楽業

山口県 周南市平和通1-28

1784 株式会社くすの木 医療・福祉 山口県 周南市川崎3-6-18

1785
有限会社周南Ｆｏｏｄ・
Ｃｏｒｅ

卸売業、小売業 山口県 周南市糀町2-45

1786 徳山システム株式会社
学術研究、専
門・技術サービ
ス業

山口県 周南市江の宮町7-5

1787 株式会社アイテックス
サービス業（他
に分類されない
もの）

山口県 周南市岡田町3-25

1788 有限会社スギタニ 卸売業、小売業 山口県 周南市西松原4-3-23

1789 株式会社ホーエー
サービス業（他
に分類されない
もの）

山口県 防府市大字新田374

1790 株式会社ｔ－プラン
サービス業（他
に分類されない
もの）

山口県 防府市新築港町26-3

1791 株式会社小林佛壇製作所 卸売業、小売業 山口県 柳井市北浜5-5 http://www.kobayashibutsudan.com/

1792 有限会社芳山園
宿泊業、飲食
サービス業

山口県 周南市湯野4255-1

1793 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/

1794 株式会社ムカエ 建設業 山口県 周南市今住町9-4
1795 三和交通株式会社 運輸業、郵便業 山口県 周南市大字徳山5617-2

1796 株式会社防長工務 建設業 山口県
周南市大字須々万本郷
305-8

http://www.meister-shunan.com/

1797 有限会社レンタックス
サービス業（他
に分類されない
もの）

山口県 周南市今住町6-9 http://www.rentax.jp/

1798
株式会社ONE'SＰｒｏｊｅ
ｃｔ

サービス業（他
に分類されない
もの）

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

1799 株式会社アート電子 製造業 山口県 周南市桜木1-3-30

1800
株式会社オフィスエー・
ゼット（慶進塾）

教育、学習支援
業

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

1801
株式会社ＷＩＬＬＣＲＥ
Ａネオフィール

生活関連サービ
ス業、娯楽業

山口県 周南市清水2-2-1

1802 マルタ産業株式会社 卸売業、小売業 山口県 周南市古泉1-13-1
1803 河村醤油株式会社 製造業 山口県 光市浅江6-1-13 http://www.kawamura-shoyu.co.jp/

1804 光三晃株式会社 製造業 山口県 光市小周防1100-7

1805 有限会社パイプライン
その他のサービ
ス業

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

1806 江原会計事務所
専門・技術サー
ビス業

山口県 下関市生野町2丁目32-28

1807 サンデン広告株式会社
その他のサービ
ス業

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

1808 下関水陸物産株式会社 製造業 山口県 下関市岬之町10-6 http://www.yamami.net

1809
サンデンハウジング株式
会社

その他のサービ
ス業

山口県 下関市垢田町1-22-20

1810 山口県西部森林組合
複合サービス事
業（郵便局・農
業協同組合等）

山口県
下関市豊田町大字中村
853-13

http://www.ywf.or.jp



1811 株式会社ケーアンドエム
その他のサービ
ス業

山口県 下関市富任町1-4-3 http://friendly-gr.com

1812
久環下関サービス株式会
社

その他のサービ
ス業

山口県 下関市幡生町2-1-17

1813 ヤマカ醤油株式会社 製造業 山口県 下関市安岡町1-9-7 http://www.yamaka-shouyu.jp

1814 東京第一ホテル下関 飲食店・宿泊業 山口県 下関市赤間町6-2 http://www.tdhs.co.jp

1815 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
1816 株式会社林材 卸売・小売業 山口県 下関市一の宮卸本町3-27 http://www.rinnzai.com/

1817 株式会社モリワカ 卸売・小売業 山口県 下関市綾羅木本町3-2-21
1818 日環特殊株式会社 建設業 山口県 下関市山の田東町7-1 http://www.nikkan-t.co.jp

1819 株式会社福石 卸売・小売業 山口県 下関市細江新町3-47 http://www.fukuishi.co.jp

1820 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

1821 有限会社エヌ・アルファ
その他のサービ
ス業

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

1822 シーモール商事株式会社 飲食店・宿泊業 山口県 下関市竹崎町4-4-8 www.tip.ne.jp/palace/

1823 緑都開発株式会社 不動産業 山口県 下関市一の宮町2-17-2 https://www.ryokuto.co.jp/

1824
アイズ・ホーネスト株式
会社

建設業 山口県
下関市豊田町大字中村
580-1

1825 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://shumpou.co.jp

1826
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6-52 http://www.maruwa-sk.co.jp/

1827 市村蒲鉾有限会社 製造業 山口県 下関市吉見本町2-16-7

1828 株式会社森芳楽園 建設業 山口県
下関市長府松小田本町8-
31

http://www.hourakuen.com

1829 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

1830 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-
27

http://www.sanyou-denko.jp

1831 株式会社東 医療・福祉 山口県 下関市彦島向山町2-10-36

1832 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://www.nishinihon-techno.co.jp/

1833 住吉工業株式会社 建設業 山口県 下関市長府扇町1-23 http://kogyo.sumiyoshi-gp.jp/

1834 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 http://www.himawari-co.jp

1835 山電石材株式会社
鉱業・採石業・
砂利採取業

山口県 下関市小月町字河内

1836
株式会社コマーシャル
アーツ

情報通信業 山口県
下関市南部町19-7明治安
田生命下関ビル6階

1837 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
1838 有限会社村田豊商店 製造業 山口県 下関市大字福江522

1839
株式会社ｃｏｃｏＬＡＮ
Ｄ

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

1840 株式会社ＳＥＳ
その他のサービ
ス業

山口県 宇部市東新川町1-33

1841
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

1842
株式会社インテリアセン
ター

卸売・小売業 山口県 宇部市中野開作185-1 http://www.yume-curtain.jp/

1843 株式会社インテリア紅葉 建設業 山口県
宇部市大字中山字新堀
1138-1

http://interior-koyo.com/pr.htm

1844 株式会社エイム 情報通信業 山口県
宇部市西岐波区宇部臨空
頭脳パーク1

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

1845
株式会社エー・エム・エ
ス

卸売・小売業 山口県 宇部市常盤町1-2-3

1846 株式会社エーシーケイ
その他のサービ
ス業

山口県 宇部市西梶返2-2-5

1847 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/

1848
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776-3 http://ap-kojo.com/

1849 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/

1850
株式会社ぎじろくセン
ター

その他のサービ
ス業

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

1851 株式会社三光ホンダ 卸売・小売業 山口県 宇部市大字妻崎開作85-1 http://dealer.honda.co.jp/hondacars-ubechuo/

1852 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/

1853 株式会社大木芳樹園 建設業 山口県 宇部市大字上宇部2441-4
1854 株式会社島津商会 製造業 山口県 山陽小野田市新沖3-1-26 http://www.shimazu-inc.com/



1855
有限会社ライフサポート
どれみ

医療・福祉 山口県 美祢市大嶺町東分3168-1

1856 ＬＩＧ
生活関連サービ
ス・娯楽業

山口県 宇部市島3-4-25 http://lig-space.com/

1857 ＭＡＨＡＬＯ
生活関連サービ
ス・娯楽業

山口県
宇部市小松原2-6-5宇部産
業ビル1F

https://mahalo201274.jimdo.com/

1858 しま産婦人科 医療・福祉 山口県 宇部市島2-1-3 http://www.shima-obgy.jp/

1859 はーとけあ株式会社 医療・福祉 山口県 宇部市五十目山町5-35 http://heart-care.info/

1860 メガネフイート 卸売・小売業 山口県 宇部市大字東岐波1204-11
1861 塚原建設株式会社 建設業 山口県 宇部市大字藤曲1753-46 http://www.tsukahara-c.co.jp/

1862 有限会社山本輪業 卸売・小売業 山口県 宇部市東梶返3-14-12
1863 吉村商事株式会社 運輸業 山口県 美祢市西厚保町本郷432-1

1864 有限会社畑会計事務所
専門・技術サー
ビス業

山口県 山陽小野田市楴山1-13-1

1865 株式会社永山本家酒造場 製造業 山口県 宇部市大字車地138 http://y-shuzo.com/hp/nagayamahonke.html

1866 有限会社井上広美社
その他のサービ
ス業

山口県 宇部市東新川町6-7

1867 合資会社北坂会計事務所
専門・技術サー
ビス業

山口県 宇部市新町9-24 http://www.kitasaka.jp/

1868 有限会社アイテックス 製造業 山口県 宇部市川上983-2
1869 合同会社匠山泊 製造業 山口県 山口県山口市惣太夫町6-9 http://www.syouzanpaku.jp/

1870
ｃａｒｏｑｕｅ（カロッ
ク）

生活関連サービ
ス業、娯楽業

山口県
山口県山口市小郡上郷
1654-2

http://caroque.com/

1871 なかひがし整骨院 医療・福祉 山口県
山口県山口市吉敷中東3-
13-6

http://nakahigashi-seikotsuin.com/accsess/

1872
株式会社たなか会計セン
ター

学術研究、専
門・技術サービ
ス業

山口県
山口県萩市大字土原字川
島沖田488-3土原歯科医院
2F

http://tanaka-yosikazu.tkcnf.com/

1873 有限会社西京モータース 卸売・小売業 山口県
山口県防府市大字植松
120-1

1874
セーフティーパートナー
株式会社

サービス業（他
に分類されない
もの）

山口県 山口県防府市植松117-4

1875 有限会社岡部園芸 不動産業 山口県 山口県山口市矢原1228

1876 株式会社トモタ
サービス業（他
に分類されない
もの）

山口県 周南市新田2-6-1

1877 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/

1878 中根海運株式会社 建設業 山口県 周南市築港町12-22

1879 エーアイシー株式会社 卸売・小売業 山口県
周南市大字馬神字松川
854-1

1880 赤坂印刷株式会社 製造業 山口県
周南市大字馬神字松川
854-1

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

1881
クルージングオート株式
会社

卸売・小売業 山口県 下松市望町1-15-17

1882 株式会社ぷらねっと
サービス業（他
に分類されない
もの）

山口県 周南市築港町2-10 http://www.pla-net.jp/

1883 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/

1884 株式会社とくやま工房
サービス業（他
に分類されない
もの）

山口県 周南市南浦山町5-66

1885
有限会社パートナーパブ
リシティ

情報通信業 山口県 周南市久米2902-3

1886 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

1887
株式会社徳山オイルセン
ター

サービス業（他
に分類されない
もの）

山口県 周南市晴海町7-21

1888 水木菓子舗 卸売・小売業 山口県 周南市有楽町8
1889 御影建設工業株式会社 製造業 山口県 周南市入船町8-3 http://www.mikage-kk.co.jp/

1890 有限会社湊家 飲食店・宿泊業 山口県 周南市千代田町9-1
1891 エポックワン有限会社 医療・福祉 山口県 周南市城ケ丘3-1-33



1892 株式会社ルミナス 医療・福祉 山口県 周南市城ケ丘4-3533-36-1

1893 有限会社アオイ
専門・技術サー
ビス業

山口県

光市光ヶ丘3-1　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
　　　山口県ソフトウェ
アセンター2階

http://www.pcschoolaoi.com/

1894 年光教材販売有限会社
教育・学習支援
業

山口県 周南市久米2714-2

1895 株式会社京瀧 運輸業 山口県 周南市川手2-10-18 http://kyotaki.co.jp/

1896 青木工業運輸株式会社 建設業 山口県 周南市浜田1-2-5

1897
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/

1898 株式会社三電 建設業 山口県 光市光井2-4-6

1899 岡田産業株式会社
その他のサービ
ス業

山口県 周南市築港町10-10

1900 有限会社ＰＨＡＭＥＳ
生活関連サービ
ス・娯楽業

山口県
周南市大字須々万本郷
305-8

1901 防長産業株式会社 卸売・小売業 山口県 周南市有楽町23-403号
1902 株式会社フジマ 飲食店・宿泊業 山口県 柳井市柳井987 http://fujima-g.jp/
1903 株式会社藤麻水産 卸売・小売業 山口県 柳井市柳井987 http://fujima-g.jp/

1904
株式会社エス・ケイ・ベ
ンチャーズ

金融・保険業 山口県 周南市平和通1-10-2

1905
西京インテリジェンス
パートナーズ株式会社

その他のサービ
ス業

山口県 周南市銀南街4

1906 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/

1907 山陽リース株式会社 不動産業 山口県 下松市東海岸通り1-8

1908
株式会社山陽機械セン
ター

卸売・小売業 山口県 下松市東海岸通り1-8

1909 ＢＩ-ＳＥＩ株式会社
その他のサービ
ス業

山口県 周南市大字大河内700-349

1910 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

1911
ダックストレーディング
有限会社

その他のサービ
ス業

山口県 周南市戎町3-30-2-2

1912 株式会社インマイライフ 医療・福祉 山口県 下関市みもすそ川町10-20 http://www.inmylife24.com

1913 有限会社マスカレード
生活関連サービ
ス・娯楽業

山口県 下関市長門町9-5

1914 合同会社ポーレック 飲食店・宿泊業 山口県 下関市長門町7-9

1915 大田造船株式会社 製造業 山口県
下関市彦島江の浦町6丁目
1-18

1916 酒田製材所 製造業 山口県
下関市清末五毛一丁目1-
13

1917 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

1918
山口シーリング工業株式
会社

建設業 山口県 下関市一ノ宮町5丁目6-14

1919 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/

1920
株式会社鴨川グランドホ
テル
ホテル西長門リゾート

飲食店・宿泊業 山口県 下関市豊北町神田2045 http://www.kgh.ne.jp/10

1921 山陽運輸工事株式会社 運輸業 山口県 下関市王司神田6丁目2-12
1922 株式会社ＭＯＫＵ 飲食店・宿泊業 山口県 下関市中之町8-20
1923 下関管財株式会社 卸売・小売業 山口県 下関市生野町2丁目31-4

1924 株式会社テレトピア 卸売・小売業 山口県
下関市秋根本町2丁目10-
10

http://www.teltopia.jp

1925
ぶち介護サービス株式会
社

医療・福祉 山口県 下関市山の田東町1-20 http://www.buchi-kaigo.com/

1926
大日本パール工業株式会
社

製造業 山口県
下関市彦島塩浜町2丁目1-
6

http://www.pearl-f.net/

1927 株式会社ＮＥＲ 製造業 山口県
下関市彦島田の首町1-9-
12

1928 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://fujix-net.jp/

1929 株式会社リンク 情報通信業 山口県
下関市秋根西町2丁目10-
25

http://www.link1982.com

1930 昭栄石油株式会社 卸売・小売業 山口県 下関市一ノ宮町4丁目5-8
1931 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1-8-12



1932 社会福祉法人松濤会 医療・福祉 山口県 下関市横野町3丁目15-10 http://www.syoutoukai.or.jp/

1933 共和林業株式会社 製造業 山口県
下関市豊浦町大字川棚
1528-7

1934 有限会社加藤産業
その他のサービ
ス業

山口県 下関市長府扇町6-21 http://industry-kato.com/

1935 ピーエスピー株式会社 農業・林業 山口県
下関市豊浦町大字吉永
526-1

http://www.pesp.co.jp

1936 株式会社ひびき精機 製造業 山口県 下関市菊川町田部186-2 http://www.hibikiseiki.com/

1937 アサトテックジャパン
専門・技術サー
ビス業

山口県 下関市竹崎町2丁目12-5

1938 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11-39 http://www.karato.jp/
1939 コーエー株式会社 製造業 山口県 下関市一ノ宮卸本町3-11 http://www.koei-paper.jp

1940 株式会社モリモト 製造業 山口県 下関市石神町4-24 http://www.baby-pro.co.jp

1941
株式会社ファミリーフー
ズ

製造業 山口県 下関市後田町4丁目23-2 http:://www.family-foods.jp

1942 くじら整骨院 医療・福祉 山口県 下関市竹崎町2丁目12-5 http://labo-kujira.com

1943
下関三菱自動車販売株式
会社

卸売・小売業 山口県 下関市幡生宮の下町7－15 http://www.shimonoseki-mitsubishi.co.jp

1944 株式会社博電社 卸売・小売業 山口県
下関市東大和町2丁目15－
12

http://hakudensha.jp/

1945 ｒ’ｅｖｅ　ｈａｉｒ
生活関連サービ
ス・娯楽業

山口県
下関市綾羅木本町3－5－
15

1946 株式会社山陽工作所 製造業 山口県 下関市長府扇町3-33

1947
株式会社一の俣温泉観光
ホテル

飲食店・宿泊業 山口県 下関市豊田町一の俣 http://ichinomata.co.jp

1948 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丁目17-
21

1949
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/

1950
Ｃｏｌｏｒｓ　Ｒｏｓｓ
ｏ

生活関連サービ
ス・娯楽業

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

1951 株式会社エフケーケー 建設業 山口県 宇部市大字棚井379-1 http://fkk1973.com/

1952
株式会社オレンジコーポ
レーション Hair Make 
Azalea

専門・技術サー
ビス業

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

1953
株式会社ササキコーポ
レーション

卸売・小売業 山口県 宇部市港町1-13-5 http://sasakico.jp/index.html

1954
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-networls.jp

1955 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

1956 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

1957
株式会社ホンダ販売小野
田

卸売・小売業 山口県
山陽小野田市大字高泊
2273-9

1958
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

1959 株式会社ヤナギヤ 製造業 山口県 宇部市大字善和189-18 http://ube-yanagiya.co.jp/

1960 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 http://ynet-yamaguchi.co.jp

1961 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/

1962
株式会社宇部情報システ
ム

情報通信業 山口県 宇部市相生町8-1 http://www.uis-inf.co.jp

1963 株式会社横山歯車 製造業 山口県 宇部市大字東須恵3901-4
1964 株式会社宇部兵間仏閣堂 卸売・小売業 山口県 宇部市大字中野開作241-7 http://www.ubehyoma.jp/

1965 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

1966 株式会社国際
その他のサービ
ス業

山口県 宇部市恩田5-12-27

1967
株式会社三ツ輪モーター
ス

その他のサービ
ス業

山口県 宇部市東梶返4-7-20

1968 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
1969 株式会社山広電設 建設業 山口県 宇部市大字末信279

1970 株式会社心輝
その他のサービ
ス業

山口県 宇部市中村3-8-23 http://shinki-yg.com/

1971 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

1972 有限会社クニモト
その他のサービ
ス業

山口県 宇部市松山町4-10-17



1973 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

1974 株式会社吉祥 飲食店・宿泊業 山口県 宇部市大字東岐波129-1 http://kissho.info
1975 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

1976 大和建工株式会社 建設業 山口県
宇部市大字吉見字大道ケ
迫867

http://www.daiwakk.jp

1977 山口塩元売株式会社 卸売・小売業 山口県
山口県防府市大字新田
692-1

http://www.sio-ya.jp

1978 株式会社如来堂 卸売・小売業 山口県
山口県萩市大字土原480番
地4

http://www.nyoraidou.com

1979 株式会社光金属 建設業 山口県
山口県防府市大字江泊931
番地の4

http://hikari-kinzoku.com/

1980 弘中鉄工所 製造業 山口県 山口県防府市大字和字509

1981 株式会社サンデー山口 製造業 山口県
山口県山口市神田町8番1
号

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

1982 株式会社キャッスル 製造業 山口県
山口県防府市宮市町1番28
号

http://www.e-printkobo.com/

1983 ＮＰＯ萩子どもセンター
サービス業（他
に分類されない
もの）

山口県
山口県萩市大字江向552番
地2

https://blogs.yahoo.co.jp/asobito_kodomo

1984 ユアブランド株式会社 製造業 山口県
山口県防府市大字上右田
329番地の2

http://www.y-brand.com

1985 医療法人こだま歯科医院 医療・福祉 山口県
山口県山口市矢原1425番
地1

http://kodama-dc.jp/

1986 株式会社ＩＭＳ 卸売・小売業 山口県 周南市櫛ヶ浜134-5 http://www.car-ims.com/

1987 株式会社フロンティア 卸売・小売業 山口県 周南市櫛ヶ浜134-5

1988
野田重工運輸倉庫株式会
社

運輸業 山口県 下松市生野屋1-3-1

1989
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

1990 株式会社光洋金属防蝕 製造業 山口県 下松市大字西豊井1387-10

1991
田戸俊也税理士・行政書
士事務所

専門・技術サー
ビス業

山口県
下松市大字西豊井914-1　　
　　　　　　　　　　　　
　　　　YKビル401号

1992 医療法人あべ医院 医療・福祉 山口県 下松市瑞穂町2-19-14

1993 ＭＡＴ・Ｍ株式会社
専門・技術サー
ビス業

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

1994
フジムラ経営労務管理事
務所

専門・技術サー
ビス業

山口県

光市光ヶ丘3-1　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　山口
県ソフトウェアセンター2
階

1995 青木工務店 建設業 山口県 周南市古泉2-20-11
1996 周南軽運送 運輸業 山口県 周南市大神4-1-3-6
1997 株式会社ワコム 卸売・小売業 山口県 岩国市御庄5-109-1
1998 株式会社紫水園 飲食店・宿泊業 山口県 周南市湯野4341 http://www.shisuien.com/

1999 中村鉄工所株式会社 製造業 山口県 周南市新宿通3-8 http://www.nakatetsu.net/

2000 株式会社内富海苔店 製造業 山口県 周南市五月町3-13
2001 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/

2002 カワノ工業株式会社 製造業 山口県 柳井市柳井1740-1 http://www.kawanokk.co.jp/

2003
サマンサジャパン株式会
社

その他のサービ
ス業

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

2004 杉村テント株式会社 製造業 山口県 周南市沖見町1-43
2005 新山陽剪断株式会社 製造業 山口県 周南市港町12-26

2006 株式会社やはら 建設業 山口県
下松市大字末武中鳥越
1145-6

2007 株式会社ダック 情報通信業 山口県 周南市櫛ヶ浜125
2008 有限会社菅文具店 卸売・小売業 山口県 周南市河東町9-12 http://kanbungu.com/

2009 株式会社大丸
生活関連サービ
ス・娯楽業

山口県
周南市銀座2丁目10番地の
1

http://happiness777.com/

2010 株式会社有楽 飲食店・宿泊業 山口県 周南市有楽町5
2011 周南新商品創造プラザ 分類不能の産業 山口県 周南市栄町2-15-3
2012 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
2013 有限会社太平薬品 医療・福祉 山口県 下関市上新地町2丁目2-7
2014 株式会社植村漁具 卸売・小売業 山口県 下関市卸新町6-6



2015 株式会社シモバン 建設業 山口県 下関市卸新町6-5
2016 株式会社コトウ 卸売・小売業 山口県 下関市細江町1丁目7-8 http://eee-koto.com

2017 株式会社カネヤス 製造業 山口県
下関市菊川町大字楢崎
644-1

http://www.kaneyasu.co.jp

2018 有限会社菊川工業 製造業 山口県
下関市菊川町大字西中山
275-1

2019 株式会社エヌ・アール 卸売・小売業 山口県 下関市梶栗町4丁目5-16

2020 株式会社三木鉄工 製造業 山口県
下関市菊川町大字田部20-
1

http://www.miki-tk.co.jp

2021
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
番

http://www.yamaraku.co.jp

2022 植田鋳造株式会社 製造業 山口県 下関市武久町2丁目17-1 http://www.ueda-casting.com

2023 株式会社江戸金 製造業 山口県 下関市卸新町7-3 http://www.shimonoseki-edokin.com

2024 医療法人松永会 医療・福祉 山口県 下関市長府中浜町2-5 http://www.matsunagaiin.com

2025
オンガネジャパン株式会
社

卸売・小売業 山口県 下関市長府港町10-63 http://www.ongane.co.jp/

2026 有限会社ビューティモア
生活関連サービ
ス・娯楽業

山口県 下関市田倉風ヶ尾690 http://beautymore-r.com/

2027
有限会社エンジョイライ
フ・グループ

医療・福祉 山口県
下関市赤間町3-50赤間ウ
エストビル2階

2028
株式会社ツーリストしも
のせき

生活関連サービ
ス・娯楽業

山口県 下関市細江町2丁目2-5 http://tourist-shimonoseki.jp

2029 株式会社浅井 製造業 山口県 下関市長府扇町6-12 http://www.asai.biz-web.jp/

2030 有限会社Celestiale
専門・技術サー
ビス業

山口県
下関市長府松小田中町2-
13

http://celestiale.net/

2031
株式会社和泉モータース
下関事業所

その他のサービ
ス業

山口県 下関市卸新町6-4

2032 イソオク鍼灸院・整骨院 医療・福祉 山口県 下関市赤間町7-24

2033
下関グランドホテル株式
会社

飲食店・宿泊業 山口県 下関市南部町31番2号 http://www.sgh.co.jp

2034 山口第一株式会社 運輸業 山口県 下関市細江町1丁目1-5 http://y-daiichi.co.jp

2035 医療法人天秋会野村病院 医療・福祉 山口県
下関市大字横野字岡の下
1038-1

2036 株式会社ネクスト 医療・福祉 山口県 下関市大字吉田610

2037
日本マリンフーズ有限会
社

製造業 山口県
下関市豊浦町大字室津下
字甲山1461-2

2038 社会福祉法人響会 医療・福祉 山口県 下関市豊浦町川棚2139-2 http://hibikikai.byoinnavi.jp

2039 農水フーヅ株式会社 製造業 山口県 下関市彦島西山町2-1-24 http://www.nousui.co.jp

2040 セキュラ株式会社 卸売・小売業 山口県
下関市大和町1丁目2-8山
口県貿易ビル3階

http://www.seqra.com

2041
NPO法人シンフォニーネッ
ト

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

2042 きふね薬局 医療・福祉 山口県 下関市貴船町2丁目3-19
2043 下関商業開発株式会社 不動産業 山口県 下関市竹崎町4丁目4-8 http://www.tip.ne.jp/seamall/

2044 株式会社ヤタベ 卸売・小売業 山口県 下関市勝谷新町1-10-4 http://yatabe1212.com

2045
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.kawasakicorp.com/

2046 ヘアードレッシングBARI
生活関連サービ
ス・娯楽業

山口県 下関市向山町15-17-1F

2047 株式会社うお萬 製造業 山口県 下関市大坪本町26-6

2048 株式会社安成工務店 建設業 山口県
下関市綾羅木新町3丁目7-
1

http://www.yasunari-komuten.com

2049 株式会社中冷 製造業 山口県 下関市彦島西山町4-10-6 http://chuurei.co.jp/

2050 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
1245-2

2051 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丁目
11-27

http://www.heartfoods21.co.jp

2052 株式会社山下技研 製造業 山口県 下関市長府港町6-26
2053 共栄安全有限会社 卸売・小売業 山口県 下関市長府港町12-7 http://www.kyoei-anzen.com

2054
株式会社パネックス下関
工場

製造業 山口県 下関市長府扇町11-3 http://www.panex.co.jp

2055 マル幸商事株式会社 製造業 山口県
下関市彦島西山町4丁目
13-48

http://www.marukou-inc.co.jp

2056 株式会社フクシン 製造業 山口県 下関市筋川町23-2



2057
下関ビルサービス株式会
社

その他のサービ
ス業

山口県 下関市上田中町1丁目9-3

2058 株式会社ケアセラピー 医療・福祉 山口県 下関市椋野町3丁目18-18

2059 税理士法人維新
その他のサービ
ス業

山口県 下関市川中豊町5丁目1-8 http://ishin.tkcnf.com/

2060
特定非営利活動法人みら
い広場こぐま保育園

医療・福祉 山口県 宇部市末広町1-16-5

2061
株式会社宇部セントラル
コンサルタント

その他のサービ
ス業

山口県 宇部市大字中野開作67 http://ube-central.jp/

2062 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/
2063 株式会社Ｍ・Ｔ・Ｃ 金融・保険業 山口県 宇部市大小路3-8-36 http://www.jp-mtc.com/

2064 株式会社ナカノワーク 運輸業 山口県 宇部市大字善和680-7 http://www.nakano-work.jp/

2065 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

2066 株式会社中央サービス
その他のサービ
ス業

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

2067 株式会社鶴谷秀電社 建設業 山口県 宇部市東琴芝1-1-46
2068 株式会社唐下水産 卸売・小売業 山口県 宇部市港町2-5263-10

2069
株式会社防長スイミング
サークル

教育・学習支援
業

山口県 宇部市西宇部北7-14-11-2

2070 株式会社優美
その他のサービ
ス業

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

2071 株式会社白清社
その他のサービ
ス業

山口県
宇部市大字東岐波字大石
1697

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

2072 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/

2073 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/

2074 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/

2075 ｃｏｍｏｄｏ　ｒｕｐｏ
生活関連サービ
ス・娯楽業

山口県
宇部市西宇部南2-12-41-
103

http://www.comodo-rupo.com/

2076 Ｌｉｆｅ　Ｕｐ 卸売・小売業 山口県 宇部市北琴芝2-1-10

2077 株式会社創舎 製造業 山口県
宇部市大字西岐波1173-
171

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

2078 常盤地下工業株式会社
専門・技術サー
ビス業

山口県 宇部市山中700-10 http://www.tokiwack.co.jp/

2079 社会福祉法人むべの里 医療・福祉 山口県 宇部市大字東須恵字320-1 http://www.mubenosato.com/

2080 社会福祉法人同朋福祉会 医療・福祉 山口県 美祢市於福町上4017-1 http://f-doho.com/

2081
特定非営利活動法人ライ
フワーク支援機構

教育・学習支援
業

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

2082 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

2083 有限会社ササキ興業 運輸業 山口県 宇部市大字善和355-48

2084
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

2085 末広自動車工業株式会社 製造業 山口県
山陽小野田市大字西高泊
572-1

2086 有限会社セキュア２４
その他のサービ
ス業

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

2087 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

2088 有限会社にいや 卸売・小売業 山口県 宇部市琴波2-8-15 http://www.niiya-net.com/

2089
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

2090
有限会社ビューティ・サ
ロンシスター

その他のサービ
ス業

山口県 宇部市浜町1-12-3

2091 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

2092 土井化工株式会社 製造業 山口県
山陽小野田市東高泊2367-
18

http://www.doikakou.com/

2093 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

2094 有限会社浜田歯切工作所 製造業 山口県
宇部市大字東岐波鍬ケ石
678-4

2095 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/

2096 有限会社ＭＩＧ 製造業 山口県 宇部市東見初町1-15
2097 中村建設株式会社 建設業 山口県 宇部市大字中山1115-10 http://www.nakamura-k.jp/

2098 株式会社Ｍ．Ｉ．Ｗ 製造業 山口県 美祢市於福町上3565-1



2099 カミムラ建具店 製造業 山口県 山口県萩市下沖原2481-1

2100 ＮＰＯ法人クロスロード 医療・福祉 山口県
山口県山口市鋳銭司矢田
5734-3

2101 株式会社マーブルアーク 医療・福祉 山口県 山口県山口市黒川2734

2102
株式会社ＫＡＷＡＳＨＩ
Ｎ

教育・学習支援
業

山口県
山口県山口市大内矢田南
8-19-18

http://kawashin.info

2103
株式会社徳山ビルサービ
ス

建設業 山口県 周南市大字栗屋50-11 http://www.tokubiru.co.jp/

2104 東洋ボデー株式会社
その他のサービ
ス業

山口県 周南市栗屋786-8

2105
大森運送株式会社徳山営
業所

運輸業 山口県 周南市鼓海2-118-64

2106 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://www.nagami.co.jp/

2107 近藤商事株式会社 卸売・小売業 山口県 下松市西豊井1404-5 http://www.kondou-shoji.co.jp/

2108
光メタルセンター株式会
社

製造業 山口県 光市浅江5-25-3

2109 医療法人同仁会 医療・福祉 山口県 下松市生野屋1-10-1 http://www.shunan-kinen.jp/

2110
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1-13-1 http://hoshiosato.strikingly.com/

2111 光工業株式会社
教育・学習支援
業

山口県 光市和田町9-10

2112 株式会社守田家具 卸売・小売業 山口県 光市島田3-11-47

2113 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

2114 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
2115 西京カード株式会社 金融・保険業 山口県 周南市銀南街4
2116 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/

2117 徳山広告 製造業 山口県 周南市西松原1-3-20
2118 井森工業株式会社 建設業 山口県 柳井市伊保庄4907 http://www.imori.co.jp/

2119 株式会社防長経済新報社
その他のサービ
ス業

山口県 下関市伊崎町1丁目8-12 http://www.bkss.co.jp

2120 岸砿油株式会社 卸売・小売業 山口県 下関市東大和町1-4-1
2121 三陽鉄工株式会社 製造業 山口県 下関市彦島塩浜町1-5-43 http://sanyotekkou.com

2122 株式会社シンコウ 卸売・小売業 山口県 下関市東大和町2-3-9

2123
有限会社マルイチ彦島醸
造工場

製造業 山口県
下関市彦島福浦町3丁目7-
27

http://hikoshimamiso.com

2124 有限会社ベストライフ 医療・福祉 山口県
下関市豊浦町大字吉永越
藤165-1

http://www.bestlife1165.com/

2125 株式会社アイキャッチ
その他のサービ
ス業

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

2126 社会福祉法人松美会 医療・福祉 山口県 下関市彦島迫町3-17-2 http://www.shoubikai.or.jp

2127 山口県中央貨物株式会社 運輸業 山口県
下関市菊川町大字楢崎大
溝560-1

http://yama-chu.jp

2128 有限会社ホームケア彦島 医療・福祉 山口県 下関市彦島弟子待東町8-1 http://www.hc-h.jp
2129 株式会社空調サービス 建設業 山口県 下関市長府扇町13番17号 http://www.kucho.jp
2130 株式会社鈴木印刷事務機 製造業 山口県 長門市東深川1317-2
2131 有限会社相津海運 運輸業 山口県 長門市仙崎2840-1

2132
株式会社アクロスコーポ
レーション

その他のサービ
ス業

山口県 下関市山の田西町8-2

2133
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 https://b-assist.co.jp

2134
GMOクラウド株式会社下関
支社

情報通信業 山口県 下関市細江町1-2-10 https://www.gmocloud.com/

2135 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

2136 株式会社三島商会 卸売・小売業 山口県 下関市卸新町10-6

2137

株式会社太陽コミュニ
ケーションズ
太陽フィツトネスクラブ
長門

その他のサービ
ス業

山口県 長門市東深川1394-1

2138 有限会社関西製缶 製造業 山口県 下関市長府扇町9番12号

2139 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



2140 株式会社アピールコム
その他のサービ
ス業

山口県
宇部市西岐波区宇部臨空
頭脳パーク11番

http://appeal-ad.co.jp/

2141 三和電機株式会社 建設業 山口県 宇部市大字中山1139-11 http://sanwa-electric.jp/

2142 有限会社シーチェスト 飲食店・宿泊業 山口県 宇部市明神町3-1-2 http://www.sakura.ecnet.jp/

2143 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

2144 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
2145 有限会社ロイヤル 卸売・小売業 山口県 宇部市南小串2-4-2 http://www.so-royal.com/

2146 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

2147 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/

2148 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
2149 有限会社片倉温泉くぼた 飲食店・宿泊業 山口県 宇部市大字西岐波5345 http://www.katakura-spa.co.jp/

2150 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
2151 ＴＫサービス株式会社 運輸業 山口県 宇部市大字小串1978-25

2152
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

2153
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/

2154 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 https://kanaya-ikakikai.co.jp/

2155
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

2156
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/

2157
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

2158 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/

2159 トキワ株式会社 卸売・小売業 山口県 宇部市新天町1-2-14 http://www.j-tokiwa.co.jp/

2160
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/

2161 ベントサービス株式会社 卸売・小売業 山口県 宇部市大字吉見1160-1

2162
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/

2163 亜細亜警備保障株式会社
その他のサービ
ス業

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

2164
ソワン・ドウ・ボーテ株
式会社

生活関連サービ
ス・娯楽業

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

2165 社会福祉法人健仁会 医療・福祉 山口県
山陽小野田市大字厚狭字
埴生田503-1

2166 医療法人健仁会 医療・福祉 山口県 山陽小野田市日の出3-7-2

2167 有限会社ミムカンパニー
生活関連サービ
ス・娯楽業

山口県 宇部市東小串1-1-11

2168
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

2169 有限会社トレキュート 卸売・小売業 山口県 宇部市西琴芝1-5-28

2170 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/

2171 株式会社宇部日報社 製造業 山口県 宇部市寿町2-3-17 http://ubenippo.co.jp/
2172 株式会社宮川鉄工所 製造業 山口県 宇部市幸町11-25 http://www.miyatetu.co.jp/

2173 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/

2174 吉南運輸株式会社 運輸業 山口県
宇部市大字善和字下石ケ
谷459-1

http://www.kichinan.net/

2175 ＵＡグループ
その他のサービ
ス業

山口県 宇部市新天町2-1-3

2176 有限会社柴田生花店 卸売・小売業 山口県 山口県萩市古萩町46 http://www.harvest-garden.jp

2177
株式会社山口グランドホ
テル

飲食店・宿泊業 山口県
山口県山口市小郡黄金町
1-1

http://www.ygh.co.jp

2178 湯田都タクシー株式会社 運輸業 山口県 山口県山口市神田町2-16 http://group.117385.com/yuda/

2179
株式会社Ｋｉｒａｒａ　
Ｍａｒｋｅｔｉｎｇ

専門・技術サー
ビス業

山口県
山口県山口市小郡花園5-
25

http://www.kirara-m.com

2180 株式会社タネダ 卸売・小売業 山口県 山口県防府市天神1-6-9 http://www.and-taneda.jp/

2181 山口商工会議所
その他のサービ
ス業

山口県 山口県山口市中市町1-10 http://www.yamacci.or.jp

2182 株式会社ＳＡＦＡＲＩ 卸売・小売業 山口県 下松市瑞穂町3-5-1 http://www.safari-ext.com/



2183 日進工業株式会社
専門・技術サー
ビス業

山口県 下松市平田443 http://www.nissink.co.jp/

2184 三友鋳造株式会社 製造業 山口県 下松市平田100
2185 有限会社吉沢木工 製造業 山口県 周南市大字久米3048-4
2186 三新化学工業株式会社 製造業 山口県 柳井市南町4-1-41 http://www.sanshin-ci.co.jp/

2187 三新商事株式会社 卸売・小売業 山口県 柳井市南町4-1-41 http://www.sanshin-ci.co.jp/

2188 医療法人社団高橋内科 医療・福祉 山口県 周南市緑町1-66
2189 エルクホームズ株式会社 建設業 山口県 周南市南浦山町2-1 http://www.elkhomes.co.jp/

2190
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 https://corolla-yamaguchi.com/

2191 HAIR　SHOP　cococolor
生活関連サービ
ス・娯楽業

山口県 下松市大手町3-4-12

2192 株式会社有職 不動産業 山口県 周南市遠石2-3-1 http://toishi.co.jp/

2193 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://toishi.co.jp/

2194 富士工業株式会社 建設業 山口県 周南市栗屋819-4
2195 株式会社イソナガ 卸売・小売業 山口県 周南市栗屋384
2196 株式会社タケデン 卸売・小売業 山口県 周南市今宿町3-1-1

2197
株式会社ハータンドブレ
イン

その他のサービ
ス業

山口県 周南市若宮町1-29

2198 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/

2199 光環境整備株式会社 建設業 山口県 光市浅江7-15-10

2200
株式会社ペルス・ネー
ジュ

飲食店・宿泊業 山口県 光市浅江2-6-3 http://cafe-sweethome.com/

2201 株式会社ヴィーテック 卸売・小売業 山口県 下松市望町4-1-5 http://www.vitech.co.jp/

2202
有限会社クリーンサポー
トヒラタ

その他のサービ
ス業

山口県 下松市大字平田550-1 http://www.cs-hirata.co.jp/

2203
株式会社ネクストステー
ジ山口周南支店

金融・保険業 山口県 下松市西柳町2-2-30

2204 花童 卸売・小売業 山口県
下関市秋根西町1-9-23
ニューライフビル1F

2205 サンデン交通株式会社 運輸業 山口県 下関市羽山町3-3 http://www.sandenkotsu.co.jp

2206 社会福祉法人菊水会 医療・福祉 山口県
下関市菊川町大字下岡枝
1064

http://www.kikusuikai.jp/

2207
株式会社ナカガワ長府営
業所

建設業 山口県 下関長府港町7-25 http://nakagawa-ps.jp

2208
特定非営利活動法人豆た
ん

医療・福祉 山口県 下関市大字内日下1028-2

2209 株式会社一村製作所 製造業 山口県
下関市菊川町大字日新
2762-10

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

2210 有限会社エステック 製造業 山口県
下関市菊川町西中山字河
べら326-2

2211
有限会社ウエノお志ぼり
商会

卸売・小売業 山口県 下関市武久町1-11-11

2212
ホテルウィングインター
ナショナル下関

飲食店・宿泊業 山口県 下関市竹崎町3-11-2 http://www.hotelwing.co.jp

2213
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

2214 株式会社セービング 医療・福祉 山口県 下関市幡生宮の下町8-12 http://www.e-saving.jp
2215 株式会社平和鐵工所 製造業 山口県 下関市大坪本町39-10 http://www.enjoy.ne.jp/~kojimiura/

2216
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

2217 株式会社下関大清社
その他のサービ
ス業

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

2218 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
2219 株式会社フクチ産業 製造業 山口県 下関市長府扇町6-40 http://fukuchi-s.com
2220 株式会社ほんぽ 製造業 山口県 下関市東大和町2-15-10 http://www.seaweed.co.jp

2221 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
2222 井上建装有限会社 建設業 山口県 下関市大坪本町31-9

2223 株式会社ハッタ商事
その他のサービ
ス業

山口県 下関市彦島本村町4-9-1

2224
特機システム電機株式会
社

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



2225 株式会社紬
その他のサービ
ス業

山口県 下関市王司上町1-8-18

2226 協同電機株式会社 建設業 山口県 下関市楠乃2-438-4
2227 株式会社昭商 飲食店・宿泊業 山口県 下関市後田町4-23-2
2228 合同会社有歩道 医療・福祉 山口県 下関市本町4-14-13

2229 アークスヘアー
その他のサービ
ス業

山口県 下関市山の田本町7-12 http://i-love-arks.com/

2230
株式会社ベルコ　勝間田
代理店

生活関連サービ
ス・娯楽業

山口県 下関市一の宮町4-2-8

2231
社会福祉法人中部少年学
院

医療・福祉 山口県 下関市彦島角倉町3-6-17 http://nakabe-gakuin.org/

2232 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

2233
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/

2234 株式会社大和建設 建設業 山口県 美祢市大嶺町東分1348-4
2235 株式会社福本電気通信社 建設業 山口県 宇部市若松町3-8
2236 有限会社ライブ 金融・保険業 山口県 宇部市東須恵681-1

2237
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

2238
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興産ビル
5F

http://www.ubematerials.co.jp/

2239 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/

2240 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/

2241 宇部興産開発株式会社 飲食店・宿泊業 山口県 山口市阿知須2423-1 http://www.ube.co.jp/ucc/

2242 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/

2243
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/

2244 宇部商工会議所
その他のサービ
ス業

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

2245 宇部第一交通株式会社 運輸業 山口県 宇部市昭和町3-12-35 http://www.y-daiichi.co.jp/ube.html

2246 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圧8-4
2247 富士管工株式会社 建設業 山口県 宇部市文京町6-33

2248 野村自動車株式会社
その他のサービ
ス業

山口県 山陽小野田市西高泊586-5 http://www.carbell-nomura.com/

2249 株式会社岩本鉄工所 製造業 山口県
宇部市大字妻崎開作1895-
13

2250 三和興産株式会社 卸売・小売業 山口県 宇部市文京町2-17 http://www.sanwa-tc.jp/

2251 株式会社三和システム 卸売・小売業 山口県 宇部市文京町2-17 http://www.sanwa-tc.jp/

2252
日本ゴルフ場企画株式会
社

その他のサービ
ス業

山口県
山陽小野田市山野井字東
2039-19

http://www.pcc-sanyo.com/

2253
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/

2254
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

2255 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

2256 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/

2257 株式会社オカダ電気 製造業 山口県 宇部市大字船木3839-1

2258 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/

2259 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/

2260 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/

2261 小野田商工会議所
その他のサービ
ス業

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

2262 山陽商工会議所
その他のサービ
ス業

山口県
山陽小野田市大字鴨圧
101-29

http://www.sanyocci.sakura.ne.jp/

2263 井岡武道具株式会社 卸売・小売業 山口県
山口県防府市三田尻1-6-
21

http://www.ioka-b.com/

2264
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

2265 周南水処理株式会社 卸売・小売業 山口県 周南市築港町6-10-2 http://www.shunan-mizusyori.jp/



2266
株式会社ラビータ　ザ・
モール周南店

卸売・小売業 山口県
下松市中央町21-3　ザ・
モール周南食堂館4階

http://lavita-pet.com/

2267 新興運輸株式会社 運輸業 山口県 周南市栄町2-31
2268 有限会社徳山メタル 卸売・小売業 山口県 周南市栗屋1021
2269 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/

2270 徳山商店連合協同組合
その他のサービ
ス業

山口県 周南市糀町1-17 http://pp510.jp/

2271 株式会社サラ
生活関連サービ
ス・娯楽業

山口県 周南市若宮町2-26 http://www.sara-group.jp/

2272
ツルガハマランド株式会
社

その他のサービ
ス業

山口県 下松市大字平田448

2273 金井金属工業株式会社 卸売・小売業 山口県 下松市潮音町8-5-25
2274 協和工業株式会社 製造業 山口県 周南市住崎町13-25
2275 株式会社ふじたプリント 製造業 山口県 周南市久米3918
2276 エフエム周南株式会社 情報通信業 山口県 周南市久米3918

2277 株式会社笹戸建築事務所
専門・技術サー
ビス業

山口県 周南市新町1-49

2278 毎日興業株式会社
生活関連サービ
ス・娯楽業

山口県 周南市銀座1-12

2279 弘木工業株式会社 製造業 山口県 下松市西豊井1394 http://www.hiromoku-kogyo.co.jp/

2280
小規模多機能型居宅介護
シャンバラ

医療・福祉 山口県 下関市小月茶屋2丁目8-27 http://www.hoshinosato.byoinnavi.jp

2281
株式会社オー・シー・エ
ス山口

その他のサービ
ス業

山口県
下関市勝谷新町4丁目13-
30

2282
サンデンケアサービス株
式会社

医療・福祉 山口県 下関市後田町4丁目4-3 http://www.sanden-care.com

2283 株式会社メイク機材 卸売・小売業 山口県 下関市生野町2丁目28-16

2284
株式会社日本マネジメン
ト協会

専門・技術サー
ビス業

山口県 下関市椋野町3丁目13-2 http://j-management.co.jp

2285
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

2286
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

2287 有限会社あすなろ薬局 卸売・小売業 山口県 下関市小月茶屋町2-1-18
2288 株式会社藤本商店 卸売・小売業 山口県 下関市一ノ宮町1-9-15

2289 有限会社セキタ
専門・技術サー
ビス業

山口県 下関市長府侍町2-4-8

2290 株式会社オアシス 医療・福祉 山口県 下関市大字吉母218
2291 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
2292 宮崎硝子株式会社 卸売・小売業 山口県 下関市卸新町12-1 http://www.nbb.ne.jp/my-glass/

2293 しもだ設備 建設業 山口県 下関市三河町6-1
2294 社会福祉法人さわやか会 医療・福祉 山口県 下関市長府黒門南町6-55

2295
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

2296 株式会社小月ホンダ 卸売・小売業 山口県 下関市小月茶屋2丁目8-23 http://dealer.honda.co.jp/hondacars-ozuki/

2297 医療法人元洋会森山病院 医療・福祉 山口県 下関市宮田町2丁目8-20 http://www.moriyama-hp.ecnet.jp

2298 株式会社コプロス 建設業 山口県 下関市長府安養寺1-15-13 http://www.copros.co.jp

2299 和田電機株式会社 建設業 山口県
下関市彦島福浦町2丁目
20-11

2300 日新運輸工業株式会社 製造業 山口県 下関市長府港町14-1 http://www.nissin21.co.jp

2301 有限会社海技団
専門・技術サー
ビス業

山口県 下関市吉見古宿町2-22

2302 株式会社オニツカ 医療・福祉 山口県
下関市秋根東町6-14甲斐
ビル2F

2303 西部工輸株式会社 建設業 山口県
下関市大字小野416番地ー
1

http://www.seibuk.co.jp/

2304 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/

2305
下関地域福祉事業所き
しゃぽっぽ

医療・福祉 山口県 下関市一ノ宮本町2-11-25 http://s-poppo.com

2306 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/

2307
豊関介護サービス株式会
社

医療・福祉 山口県 下関市生野町2-19-6

2308 石原石油株式会社 卸売・小売業 山口県 下関市筋川町1-6



2309
株式会社タカギ小月スズ
キ

卸売・小売業 山口県 下関市清末中町1丁目8-18

2310 有限会社サンタクロース 製造業 山口県 下関市川中豊町3丁目3-12 http://www.santaclaus.co.jp/

2311 株式会社燦伶 医療・福祉 山口県
下関市一ノ宮町4丁目10番
19号

2312 AmbixTiara
その他のサービ
ス業

山口県 下関市金比羅町1-2

2313 吉田商事有限会社 卸売・小売業 山口県 美祢市美東町真名454-1
2314 宮本工業株式会社 建設業 山口県 宇部市船木14-8
2315 Ｔ－ＬＩＮＥ株式会社 飲食店・宿泊業 山口県 宇部市南小串1-3-1

2316 青りんご美容室
生活関連サービ
ス・娯楽業

山口県 宇部市山門2-3-13 http://aoringo.sunnyday.jp/

2317 共美工業株式会社 製造業 山口県
宇部市大字川上字白石
133-4

http://kyomi.jp/publics/index/2/

2318 医療法人こぐし歯科 医療・福祉 山口県 宇部市東小串1-2-35 http://www8.plala.or.jp/kogusisika/index.html

2319 近本電業株式会社 建設業 山口県 宇部市松山町5-10-27
2320 金子運送有限会社 運輸業 山口県 宇部市大字善和207-14
2321 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://www.hoinet.com/housing_environment/mishima/index.htm

2322 山口管財株式会社
その他のサービ
ス業

山口県
宇部市大字東岐波道田
1379-1

2323 山口保安工業有限会社
その他のサービ
ス業

山口県
山陽小野田市大字厚狭沖
田3-10

2324 児玉印刷株式会社 製造業 山口県 宇部市明神町3-4-3 http://p-kodama.co.jp/top.html

2325 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

2326 小野田第一交通株式会社 運輸業 山口県
山陽小野田市日の出1-10-
18

http://www.y-daiichi.co.jp/onoda.html

2327 新共建設株式会社 建設業 山口県 宇部市常盤町1-6-37
2328 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
2329 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/

2330 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
電機センタービル内

2331 有限会社フジヤマ 製造業 山口県 宇部市東藤曲2-1-1
2332 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/

2333 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/

2334 株式会社加藤木工製作所 製造業 山口県
山陽小野田市大字郡118-
10

2335
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.akashi-suc.jp/

2336 株式会社ＦＭ山陽小野田
その他のサービ
ス業

山口県
山陽小野田市大字小野田
7523-3

http://www.33kirara.jp/

2337 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

2338
株式会社ナチュラル・エ
ボリューションワールド

情報通信業 山口県 宇部市鵜の島町7-23 http://www.n-e-w.jp/

2339
協同組合山九ハイウェイ
センター

複合サービス事
業（郵便局・農
業協同組合等）

山口県
山口県山口市大内御堀
4022-1

http://www.sankyuhc.com/

2340
協同組合維新ハイウェイ
センター

複合サービス事
業（郵便局・農
業協同組合等）

山口県
山口県山口市大内御堀
4022-5

2341
株式会社ジャパン・オー
トリース

その他のサービ
ス業

山口県
山口県山口市大内御堀
4022-1

2342
有限会社やまぐちビジネ
スサポート

その他のサービ
ス業

山口県
山口県山口市下小鯖57番
地1

2343
有限会社ビューティサロ
ンニュースタイル

生活関連サービ
ス・娯楽業

山口県 山口県山口市泉都町9-20 http://www.newstyle-21.com/

2344 有限会社向西社
その他のサービ
ス業

山口県 下松市南花岡6-10-1 http://www.kouseikaikan.jp

2345 有限会社ほうえい堂 製造業 山口県 下松市藤光町2-13-16
2346 株式会社ピアレス 飲食店・宿泊業 山口県 岩国市室の木1-1-28

2347 株式会社さくや
その他のサービ
ス業

山口県 周南市東山町3-28

2348 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/



2349 株式会社Design5 情報通信業 山口県

光市島田5丁目14-43　　　
　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
　吉原ビル2階-Ｄ

http://www.design5.design

2350 有限会社津々浦々 飲食店・宿泊業 山口県 周南市飯島町1-40
2351 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://ec-ham.net/
2352 メトロ交通株式会社 運輸業 山口県 下松市楠木町2-6-6
2353 周南マリコム株式会社 医療・福祉 山口県 周南市入船町2-3 https://www.maricom.co.jp/

2354
株式会社山口オートガラ
ス

専門・技術サー
ビス業

山口県 周南市久米2914-1 http://www.karasu-mark.com/

2355
株式会社山口経営サポー
ト

専門・技術サー
ビス業

山口県 周南市代々木通1-10-2

2356
しゅうなん若者サポート
ステーション

その他のサービ
ス業

山口県 周南市栄町2-55 http://www.s-saposute.com/

2357
川棚温泉まちづくり株式
会社

その他のサービ
ス業

山口県 下関市豊浦町川棚5180 http://kawatana.com

2358
特定非営利活動法人宅老
所あじさい

医療・福祉 山口県
下関市豊浦町大字黒井
1536-1

http://takurousho-ajisai.com/

2359 株式会社瓦そばたかせ 飲食店・宿泊業 山口県
下関市豊浦町大字川棚
5437番地

http://www.kawarasoba.jp

2360
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

2361
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番地

2362 西日本管工事株式会社 建設業 山口県 下関市小月南町6-16

2363
有限会社トシダ電機サー
ビス

製造業 山口県 下関市椋野町2丁目14-53

2364 有限会社幸ふく 製造業 山口県 下関市富任町3丁目1-43 http://koufuku.visithp.com

2365 有限会社海商 卸売・小売業 山口県 下関市彦島西山町2-1-23
2366 ジャパンマリン株式会社 建設業 山口県 下関市彦島迫町4丁目12-4
2367 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

2368
山口縣内燃機関工業協同
組合

複合サービス事
業（郵便局・農
業協同組合等）

山口県 下関市大和町2-4-28

2369 有限会社世良 卸売・小売業 山口県 下関市長府中浜町3-13
2370 株式会社木下運送 運輸業 山口県 下関市楠乃4丁目10-30

2371 有限会社日和庵下関 飲食店・宿泊業 山口県
下関市丸山町5丁目3番19
号

http://www.hiyorian.com

2372
社会福祉法人豊友会特別
養護老人ホーム稗田喜楽
園

医療・福祉 山口県 下関市稗田町8-18

2373
社会福祉法人豊友会特別
養護老人ホーム喜楽園

医療・福祉 山口県
下関市豊田町大字中村
821-1

2374
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

2375 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

2376 Ｒｉｎｃ
その他のサービ
ス業

山口県
下関市新椋野1丁目3番25
号

http://www.rinc634.com

2377 前田機工株式会社 卸売・小売業 山口県 下関市卸新町10-5 http://www.maedakiko.com

2378 株式会社エフエムエス 卸売・小売業 山口県
下関市伊倉町3-1ゆめシ
ティ新下関3F

http://www.fms-uq.co.jp/

2379 株式会社開工業所 製造業 山口県 下関市長府港町7番15号

2380
株式会社第一検査工業下
関事業所

専門・技術サー
ビス業

山口県
下関市彦島江の浦町6-5-
12

http://www.d-k-k.co.jp

2381 下関酒造株式会社 製造業 山口県 下関市宮の下町8-23 http://www.sekimusume.co.jp

2382 舶用精器株式会社
専門・技術サー
ビス業

山口県 下関市垢田町1-5-20

2383 株式会社エコプラン
その他のサービ
ス業

山口県 下関市綾羅木本町7-17-13 http://ecopｌan21.net

2384 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

2385 株式会社紅石 卸売・小売業 山口県 下関市細江町2丁目6-12 http://benishi.com
2386 山本電気設備有限会社 建設業 山口県 下関市東大和町2丁目15-6



2387
社会福祉法人稗田福祉会
特別養護老人ホーム慈公
園

医療・福祉 山口県 下関市稗田中町8-38 http://hieda-fukushikai.com

2388
新興電機株式会社下関工
場

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

2389 株式会社岡本紙工 製造業 山口県 下関市長府扇町6-19
2390 株式会社ハマヤ商会 卸売・小売業 山口県 下関市新地町5-26

2391 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

2392 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/

2393
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://maedakiko.com/

2394 前田産業株式会社 建設業 山口県 宇部市寿町3-5-23 http://maeda-inds.com/

2395 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
2396 株式会社オータニ 建設業 山口県 宇部市助田町7-13 http://www.otani-group.jp/

2397 株式会社日高 製造業 山口県 宇部市大字小串72-21

2398
有限会社ビジネスフォー
ス

情報通信業 山口県 宇部市鵜の島町7-23 http://www.b4inc.jp/

2399 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

2400 ｒｏａｖｅ
生活関連サービ
ス・娯楽業

山口県 宇部市妻崎開作490-2

2401 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/
2402 株式会社エムテック 建設業 山口県 福岡市博多区那珂3-23-1

2403 株式会社ダスキン山口
その他のサービ
ス業

山口県 宇部市居能町3-4-45 http://www.duskin-yamaguchi.co.jp

2404 山陽ビル管理株式会社
その他のサービ
ス業

山口県 宇部市居能町3-4-45 http://www.sanyo-biru.co.jp/index.html

2405
ハイテックジャパン株式
会社

製造業 山口県 福岡市博多区那珂3-23-1

2406 有限会社末永整骨院・光 医療・福祉 山口県 宇部市新天町2-3-7
2407 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

2408 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/

2409 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/

2410
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

2411 マリヤ化粧品店 卸売・小売業 山口県 宇部市昭和町1-4-11

2412 マリヤ美容室
その他のサービ
ス業

山口県 宇部市昭和町1-4-11

2413 有限会社パルスタジオ
その他のサービ
ス業

山口県 宇部市大字東須恵710-4

2414 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/

2415 有限会社ブレスト
その他のサービ
ス業

山口県
山口県防府市植松１７０
３番地の１

http://www.carsensor.net/shop/yamaguchi/040772001/#contents

2416
有限会社富川自動車整備
工場

その他のサービ
ス業

山口県
山口県萩市椿東２９７６
－１

2417 株式会社サンワ 建設業 山口県
山口県萩市大字下田万１
２５７番地

http://www.y-sanwa.com/

2418 豊田鋼機株式会社 卸売・小売業 山口県
山口県萩市大字椿東２８
８４-１

http://www.toyota-k.co.jp/

2419 西京リース株式会社 金融・保険業 山口県
周南市若宮町2-30　
ACTCORE1階

2420
株式会社ブンシ　ジャパ
ン

卸売・小売業 山口県 周南市清水町2-3-7 http://www.bunshi.co.jp/

2421
株式会社キシダプロテッ
ク

製造業 山口県 周南市港町6-44

2422 三浦運輸株式会社 運輸業 山口県 周南市浜田1-8-33
2423 株式会社池田製材所 製造業 山口県 周南市大字栗屋782-1

2424
山田石油サービス株式会
社

卸売・小売業 山口県 周南市河東町2-19 http://www.yamadaoil.co.jp/

2425
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

2426 株式会社三州建設 建設業 山口県 周南市西松原1-2-22



2427 有限会社ケンチク 製造業 山口県
熊毛郡田布施町大字麻郷
3925-14

http://www.sigh-kenchiku.jp/

2428 株式会社トライアンフ
生活関連サービ
ス・娯楽業

山口県 周南市政所2-1-18

2429 周防ビル管理株式会社
その他のサービ
ス業

山口県 下松市大手町3-1-5

2430 有限会社谷野工業 製造業 山口県 光市小周防1100-5
2431 株式会社今村建設 建設業 山口県 光市上島田3-15-18

2432
冨士高圧フレキシブル
ホース株式会社

製造業 山口県 光市島田6-2-20 http://fujikoatsu.jp/

2433 株式会社山崎金属商会 卸売・小売業 山口県 光市島田6-1-8
2434 株式会社サンテック 建設業 山口県 周南市江口2-1-7

2435 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

2436 株式会社ライブス
生活関連サービ
ス・娯楽業

山口県 周南市新堀6634-1

2437 コーウン産業株式会社 製造業 山口県 周南市小屋川町1-5

2438
徳山総合ビジネス専門学
校

教育・学習支援
業

山口県 周南市本町2丁目13番地

2439 さわ水産株式会社 卸売・小売業 山口県
下関市彦島西山町4－11－
5

2440 有限会社ふじ珈琲 卸売・小売業 山口県 下関市中之町1－14 http://www.fujicoffee.jp
2441 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

2442 株式会社ライフネット 運輸業 山口県 下関市一ノ宮卸本町3-8 http://e-life-net.jp/
2443 株式会社大明工業 製造業 山口県 下関市彦島弟子待町3-1-8 http://taimei-industry.com

2444
カーコンビニ倶楽部有限
会社関門自工

その他のサービ
ス業

山口県 下関市幡生宮の下町6-11

2445 社会福祉法人新永福祉会 医療・福祉 山口県 長門市東深川堤山62－27 http://keikouen.jp/
2446 フジミツ株式会社 製造業 山口県 長門市東深川2537－1 http://www.fujimitsu.jp

2447
フジミツ株式会社三隅事
業所

製造業 山口県
長門市三隅下2378番地３
１

http://www.fujimitsu.jp

2448 株式会社ルナー 医療・福祉 山口県 下関市大字富任91番地
2449 ティーワス株式会社 医療・福祉 山口県 下関市秋根本町2丁目9-20 http://www.twas.jp
2450 株式会社和田又 卸売・小売業 山口県 下関市長府扇町6-30
2451 株式会社フジミツ 卸売・小売業 山口県 下関市武久町2-13-5 http://fujimitz.co.jp

2452
豊北福祉会特別養護老人
ホーム梨花の里

医療・福祉 山口県
下関市豊北町大字滝部
1042-1

2453 株式会社山陽
その他のサービ
ス業

山口県 下関市長府港町7-23 http://keibi-sanyo.co.jp/

2454 株式会社サン山口 建設業 山口県 下関市小月茶屋2-8-30 http://www2.odn.ne.jp/sunyama

2455 はまの宝石㈱ 卸売・小売業 山口県 下関市観音崎町12-7

2456 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 http://akahori.hp-ez.com

2457 神生産業株式会社 製造業 山口県 下関市王喜本町5-3-50
2458 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
2459 株式会社宝友 卸売・小売業 山口県 下関長府扇町7-48

2460
社会福祉法人稗田福祉会
ひえだ保育園

医療・福祉 山口県 下関市稗田中町8-1 http://hieda-fukushikai.com

2461
株式会社栄ディサービス
日野

医療・福祉 山口県 下関市豊田町浮石2202-1

2462
合同会社ABサポートメン
ズヘアーアカホリ501

生活関連サービ
ス・娯楽業

山口県 下関市西入江町2-2

2463
福浦リハビリディサービ
ス

医療・福祉 山口県 下関市彦島福浦町3-6-22

2464
稗田リハビリディサービ
ス

医療・福祉 山口県 下関市稗田北町10-27

2465 社会福祉法人豊寿会 医療・福祉 山口県
下関市豊田町大字荒木51
番地2

http://houzyukai.jp/

2466 中国警備保障株式会社
その他のサービ
ス業

山口県 宇部市大字川上208-2

2467 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

2468 美祢第一交通有限会社
その他のサービ
ス業

山口県
美祢市大嶺町東分前田
417-1

http://www.y-daiichi.co.jp/mine.html

2469 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/



2470
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/

2471 木下会計事務所
その他のサービ
ス業

山口県 宇部市明治町1-8-11 http://www.kinonet.jp/

2472 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

2473
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/

2474 宇部海陸交通株式会社 運輸業 山口県 宇部市東本町1-9-17
2475 末次木工所 製造業 山口県 宇部市寿町1-4-6
2476 エコー設備管工株式会社 建設業 山口県 宇部市中尾1-8-8

2477
株式会社ＭＯＴ総合研究
所

専門・技術サー
ビス業

山口県
宇部市常盤台2-16-1山口
大学ビジネスインキュ
ベーション施設

http://www.mot-ri.co.jp/

2478 ㈱山口県中央花市場 卸売・小売業 山口県
山口県山口市嘉川666番地
1

http://www.c-able.ne.jp/~f-market/

2479 ㈱ティーピーエス 製造業 山口県
山口県防府市天神1丁目5-
25　中村ビル３Ｆ

http://tokyop.com/

2480 ㈱こすもす開発 不動産業 山口県
山口県山口市朝倉町2番3
号

http://www.cosmosfuneral.co.jp/

2481 山野タクシー㈱ 運輸業 山口県
山口県山口市朝倉町2番3
号

http://yamataku.in/

2482 日の丸タクシー㈱ 運輸業 山口県
山口県防府市大字浜方字
古浜55番地

http://www.hofu-hinomarutaxi.com/

2483 山口交通㈱ 運輸業 山口県
山口県山口市大内長野字
小原1545番地1

http://yamataku.in/

2484
㈱こすもすホールディン
グス

生活関連サービ
ス・娯楽業

山口県
山口県山口市朝倉町2番3
号

http://www.cosmosfuneral.co.jp/

2485 ㈱山口県高等自動車学校
その他のサービ
ス業

山口県
山口県山口市朝倉町2番3
号

http://www.kotods.com/

2486 山口設備工業㈱ 建設業 山口県
山口県山口市小郡高砂町
2-28

2487 （医）岡村医院 医療・福祉 山口県
山口県山口市小郡下郷
2193-2

http://okamura.clinic-yamaguchi.com/

2488 ㈱アースプランニング
専門・技術サー
ビス業

山口県
山口県山口市中央5丁目
15-11

2489 ㈲清水銘木店 卸売・小売業 山口県
山口県防府市大字富海791
番地

2490 ㈱八代峰月堂 製造業 山口県 山口県萩市平安古町57-1

2491 ㈱いちやなぎ 飲食店・宿泊業 山口県
山口県山口市旭通り2-10-
23

http://www.ichi-yanagi.jp/

2492 ㈱山口測地
専門・技術サー
ビス業

山口県
山口県山口市維新公園3丁
目9番19号

http://www.y-sokuchi.co.jp/

2493 玉江石油㈲ 卸売・小売業 山口県 山口県萩市浜崎町132-8
2494 関西化研工業株式会社 製造業 山口県 周南市栗屋1035-5 http://www.kanasaken.co.jp/

2495
株式会社周南自動車セン
ター

教育・学習支援
業

山口県 周南市栗屋1041-2 http://www.shunan-ds.co.jp/

2496 株式会社サンリク 運輸業 山口県 周南市久米沖角田3035-1
2497 共栄産業株式会社 製造業 山口県 周南市久米流田3042-4

2498
有限会社チャーミング
アート

専門・技術サー
ビス業

山口県 周南市久米田中3125-8

2499 有限会社三戸窯業 建設業 山口県 周南市港町1-46 http://www.mitoyougyou.com/

2500 周南クオーツ株式会社 製造業 山口県 周南市大字鹿野下1385-3
2501 株式会社動生 製造業 山口県 周南市毛利町3-40

2502 株式会社ラドル
その他のサービ
ス業

山口県 周南市毛利町3-40

2503 共同産業株式会社 建設業 山口県 周南市毛利町3-40
2504 株式会社古無新 建設業 山口県 周南市毛利町3-40

2505 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

2506 株式会社リハピス 医療・福祉 山口県 下関市王司上町5-3-45 http://tekura-rehapis.com/

2507 幸福シーフーズ有限会社 製造業 山口県 下関市一ノ宮町3-5-24
2508 有限会社アプリバー 製造業 山口県 下関彦島老町1丁目1-2



2509 株式会社天龍 卸売・小売業 山口県
下関市彦島西山町4丁目
11-9

2510 社会福祉法人なごみの里 医療・福祉 山口県 下関市大字蒲生野250番地

2511
医療法人社団三陽会前田
内科病院

医療・福祉 山口県 下関市川中豊町7-1-39 http://www.sanyokai.or.jp

2512 株式会社プランハウス 不動産業 山口県 下関市武久町2丁目3-1 http://www.planhouse.co.jp/

2513
山口県ウッドシステム株
式会社

製造業 山口県 下関市長府港町7番73号 http://yws-kk.com/about/

2514
障害福祉サービス事業所
グリーンファーム

医療・福祉 山口県 下関市大字植田1398－1 http://www.utsuifukushikai.com

2515
株式会社川棚グランドホ
テル

飲食店・宿泊業 山口県
下関市豊浦町大字川棚
4912-１

http://www.kgh-otafuku.co.jp/

2516 株式会社丸喜運輸 運輸業 山口県 下関市小月本町2丁目2-16

2517 株式会社ヒラキ産業 建設業 山口県
宇部市大字上宇部字上安
田385

http://hiraki-shinsei.co.jp

2518 株式会社新生 建設業 山口県
宇部市大字上宇部字上安
田385

http://hiraki-shinsei.co.jp

2519 ケイトのクローバー
教育・学習支援
業

山口県
山陽小野田市小野田4831
－4

http://www.kate-no-clover.net

2520
医療法人わだ泌尿器科ク
リニック

医療・福祉 山口県 宇部市沼1－1－23 http://wada-uro.com

2521 株式会社Ｗ－Ｆactory
その他のサービ
ス業

山口県 宇部市明神1－11－2

2522 Ｔ－ＷＯＲＫＳ株式会社
専門・技術サー
ビス業

山口県 宇部市浜町2－11－6 http://fp-life-planning.com/

2523 株式会社Ｔ．Ｌ．Ｓ．
生活関連サービ
ス・娯楽業

山口県
山口県萩市大字山田4241
番地6

http://www.teraolinen.com

2524
特定非営利活動法人かる
みあ

医療・福祉 山口県
山口県萩市大字山田4241
番地6

http://www.teraolinen.com/karumia/

2525 有限会社カネショク 卸売・小売業 山口県
山口県萩市大字椿長野28
－2

2526 萩本陣株式会社 飲食店・宿泊業 山口県
山口県萩市大字椿東385番
地8

http://www.hagihonjin.co.jp/

2527 有限会社森板金製作所 製造業 山口県 山口県萩市明木2551-3 http://www.moriban.co.jp

2528 ヘアメイクＢｅ美
生活関連サービ
ス・娯楽業

山口県 山口県防府市車塚9-22 http://bebi-h.com/

2529 株式会社林写真館
専門・技術サー
ビス業

山口県 周南市新町1-32 http://www.hayashi-photo.jp/

2530
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/

2531 新栄テクノ株式会社 製造業 山口県 下松市東豊井1037-7
2532 新栄ケミカル株式会社 製造業 山口県 下松市東豊井900-7
2533 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/

2534 株式会社リムーブ 建設業 山口県 岩国市平田5-45-6
2535 株式会社カネダ温調設備 建設業 山口県 周南市西松原1-1-10

2536 老人保健施設ライフ菊川 医療・福祉 山口県
下関市菊川町大字下岡枝
1113番地

2537 ゆき社労士事務所
専門・技術サー
ビス業

山口県 下関市羽山町1-１-1105 http://www.yuki-office.jp/

2538 株式会社山賀 製造業 山口県
下関市彦島西山町2丁目1-
24

2539 医療法人茜会昭和病院 医療・福祉 山口県 下関市汐入町35-1 http://www.akanekai-showa.com/

2540
有限会社サンライズフー
ズ

製造業 山口県 下関市大和町1-7-18 http://sunrise-foods.jp

2541 松岡司法書士事務所
その他のサービ
ス業

山口県 下関市宮田町2丁目6-19

2542 新下関青果株式会社 卸売・小売業 山口県
下関市一の宮住吉3丁目2
番1号

2543 株式会社Ｆｓｔａｇｅ 医療・福祉 山口県 下関市川中豊町3-5-10

2544
社会福祉法人豊浦福祉会
特別養護老人ホーム豊寿
苑

医療・福祉 山口県
下関市豊浦町大字厚母郷
442

2545
社会福祉法人松美会しお
かぜの里こども園

医療・福祉 山口県 下関市彦島迫町6丁目7-22



2546 株式会社永野商店 製造業 山口県
下関市彦島西山町5丁目8-
2

2547 長寿製パン株式会社 製造業 山口県 下関市本町1-2-4

2548 株式会社藤フーズ 製造業 山口県
下関市彦島西山町5丁目6-
43

http://www.hujifoods.net/

2549
杉江大輔社会保険労務士
事務所

専門・技術サー
ビス業

山口県
下関市秋根本町1-7-9新下
関ビル202

http://sugie-office.com

2550 医療法人豊愛会豊北病院 医療・福祉 山口県
下関市豊北町大字粟野
2397

2551
イチマルイチデザイン株
式会社

その他のサービ
ス業

山口県 宇部市南浜2－5－11－102 http://101de-sign.com/

2552 美容室アイン
生活関連サービ
ス・娯楽業

山口県 宇部市大字東須恵1842－1 http://ｱｲﾝ.com/recruit.html

2553 有限会社木村組 建設業 山口県
山陽小野田市大字山野井
2926

2554 有限会社石野畳店 製造業 山口県
山口県山口市嘉川1370番
地1

http://ishinotatami.jp/

2555
清水防災サービス有限会
社

建設業 山口県
山口県山口市柴崎町2105
番6

2556 有限会社サンソウ 卸売・小売業 山口県
山口県山口市下小鯖2699-
1

http://www.sansou.org/

2557 トラストウェイ株式会社
その他のサービ
ス業

山口県 山口県山口市江崎2978-1 http://www.e-duskin.jp

2558 有限会社ナカニシ石油 卸売・小売業 山口県
山口県山口市阿知須4532-
1

2559
ＮＰＯ法人　きらら山口
福祉の会

医療・福祉 山口県
山口県山口市秋穂二島327
番地44

http://www.kiraraen.jp/

2560 エコプラス株式会社 卸売・小売業 山口県
山口県下関市幡生宮の下
町2番30号

http://kansaihd.co.jp/%e3%83%88%e3%83%83%e3%83%97%e3%83%9a%e3%83%bc%e3%82%b8/profile/group/ecoplus/

2561
有限会社アオイパソコン
教室ＡＯＩ山口校

その他のサービ
ス業

山口県
山口県山口市神田町5-11
山口神田ビル1Ｆ

http://www.pcschoolaoi.com/

2562 株式会社ミッドフォ― 卸売・小売業 山口県
山口県山口市大内長野593
番地1

http://www.midfour.co.jp

2563 株式会社ＭＩＨＯＲＩ 飲食店・宿泊業 山口県
山口県山口市大内御堀
1496番地1

http://www.mhr.jp/index.html

2564 株式会社キャプテン
その他のサービ
ス業

山口県
山口県山口市吉敷東3-3-
10

http://captainre.wordpress.com/

2565 株式会社ＬＡＨ 建設業 山口県 山口県山口市下小鯖277-1

2566
一般財団法人山口県母子
寡婦福祉連合会

医療・福祉 山口県
山口県山口市冨田原町4-
58

http://yamaguchi-boshi.jp/rengoukai

2567 新生商事株式会社 卸売・小売業 山口県 下松市葉山1-819-2

2568 ベルヘアー合同会社
生活関連サービ
ス・娯楽業

山口県 岩国市麻里布3-9-7 http://www.bellhair.net

2569 高山エネルギー株式会社 卸売・小売業 山口県 下松市平田111-1 http://takayamasekiyu.co.jp

2570
有限会社さくらクリーニ
ングサービス

生活関連サービ
ス・娯楽業

山口県 岩国市平田5-42-12 http://www.s-cleaning.com

2571 株式会社錦樹園 建設業 山口県 岩国市室の木3-18-41 http://kinjyuen.jp/
2572 東山口スズキ株式会社 卸売・小売業 山口県 防府市高倉2-3-5 http://sw0016009.suzuki-dealers.jp/

2573 株式会社カワグチ 製造業 山口県 下関市菊川町久野723-8

2574
からと屋本店(湯浅商事株
式会社）

飲食店・宿泊業 山口県 下関市唐戸町6-1

2575 社会福祉法人椋野喜楽園 医療・福祉 山口県 下関市新椋野3-3-38

2576
特別養護老人ホーム白滝
荘

医療・福祉 山口県
下関市豊北町大字田耕
2426-1

2577 食事処はやま 飲食店・宿泊業 山口県
下関市幸町8-16勤労福祉
会館1F

2578 東亜機械工業株式会社 製造業 山口県 下関市長府扇町1-49 http://www.toakikai.com/

2579 大栄建設株式会社 建設業 山口県 宇部市北琴芝2-12-1-2 http://www.daiei-c.jp
2580 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://obayashi-sangyo.com/

2581 協和機工株式会社 製造業 山口県
山口市徳地伊賀地1805番
地

http://kyowakiko.com/

2582 カーコロニーＴ５０
その他のサービ
ス業

山口県 山口市宮野上1279-3

2583 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/



2584
株式会社宮本建材生コン
クリート工場

製造業 山口県 防府市新築地町6-3

2585 株式会社岡田造園 建設業 山口県 防府市平和町16番10号

2586 株式会社オール・ワン
その他のサービ
ス業

山口県 防府市大字仁井令707-8 http://allone73.webcrow.jp/

2587 株式会社トラベスト
その他のサービ
ス業

山口県 防府市大字植松838-2

2588 有限会社佐戸建設 建設業 山口県 防府市平和町9-4
2589 防府自動車興業株式会社 運輸業 山口県 防府市大字佐野1489-1

2590 マルオ有限会社
その他のサービ
ス業

山口県 萩市大字明木3510-1 http://ameblo.jp/car-maruo/

2591
社会福祉法人ライフケア
高砂

医療・福祉 山口県 防府市上右田334

2592 株式会社フクダ 医療・福祉 山口県 防府市岩畠2-8-36
2593 株式会社三矢 建設業 山口県 下松市葉山2-904-23 http://www.mitsuya-kisako.co.jp

2594
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/

2595 株式会社国可 建設業 山口県 光市浅江1-17-29

2596 株式会社qol
生活関連サービ
ス・娯楽業

山口県 岩国市今津町5-8-24

2597 徳機電設株式会社 建設業 山口県 周南市港町6-36

2598
特別養護老人ホームひか
り苑

医療・福祉 山口県 光市大字三井1056-1 http://hikari-en.jp

2599
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

2600
株式会社リムーブ【ミー
ルケア周南】

建設業 山口県 岩国市平田5-45-6

2601
医療法人社団生和会周南
リハビリテーション病院

医療・福祉 山口県 周南市大字湯野4278-1

2602 株式会社岐山 建設業 山口県 周南市代々木通1-10

2603 光商工会議所
その他のサービ
ス業

山口県 光市島田4-14-15 http://www.hikari-cci.jp/

2604 株式会社光運送 運輸業 山口県 光市三井8-7-11

2605
有限会社オートサロンク
ラウン

卸売・小売業 山口県 下松市清瀬町1-1-11

2606 宮本工業有限会社 建設業 山口県 岩国市平田5-45-6


