
【山口県１３５件】 (市区町村別・五十音順)

認定法人名 都道府県 市区町村 業種

有限会社一伸工業 山口県 下関市 サービス業（他に分類されないもの）

株式会社エコビルド 山口県 下関市 建設業

株式会社カワフーズ 山口県 下関市 卸売業

関門ロードサービス株式会社 山口県 下関市 運輸業

極東興産株式会社 山口県 下関市 建設業

グローロジスティクス株式会社 山口県 下関市 卸売業

株式会社コタベ 山口県 下関市 卸売業

株式会社三慶物産 山口県 下関市 娯楽業

株式会社三友商事 山口県 下関市 娯楽業

株式会社シンコウ 山口県 下関市 小売業

住吉運輸株式会社 山口県 下関市 建設業

住吉工業株式会社 山口県 下関市 建設業

株式会社デコス 山口県 下関市 製造業

株式会社東洋機工サービス 山口県 下関市 その他

株式会社遠山 山口県 下関市 運輸業

株式会社中尾保険サービス 山口県 下関市 保険業

西長門コンクリート株式会社 山口県 下関市 製造業

株式会社日本マネジメント協会 山口県 下関市 サービス業（他に分類されないもの）

株式会社ハウスドクター山口 山口県 下関市 建設業

有限会社堀江建設 山口県 下関市 建設業

有限会社本間自動車工業 山口県 下関市 生活関連サービス業

株式会社Maazel Corporation 山口県 下関市 卸売業

株式会社安成工務店 山口県 下関市 建設業

株式会社山賀 山口県 下関市 製造業

やまぐち県酪販売輸送株式会社 山口県 下関市 運輸業

宇部アスコン株式会社 山口県 宇部市 製造業

株式会社宇部貨物 山口県 宇部市 運輸業

宇部工業株式会社 山口県 宇部市 建設業

株式会社宇部興産総合サービス 山口県 宇部市 サービス業（他に分類されないもの）

宇部商工会議所 山口県 宇部市 社団法人、財団法人、商工会議所・商工会

宇部物流サービス株式会社 山口県 宇部市 製造業
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エネックス株式会社 山口県 宇部市 電気・ガス・熱供給・水道業

吉南株式会社 山口県 宇部市 製造業

吉南運輸株式会社 山口県 宇部市 運輸業

琴崎産業株式会社 山口県 宇部市 運輸業

琴崎デリバリー株式会社 山口県 宇部市 運輸業

株式会社坂本鉄工所 山口県 宇部市 製造業

三和企業株式会社 山口県 宇部市 学習支援業

新明機械工業有限会社 山口県 宇部市 建設業

成建工業株式会社 山口県 宇部市 建設業

長州貨物株式会社 山口県 宇部市 運輸業

株式会社T・O・S 山口県 宇部市 製造業

都市産業株式会社 山口県 宇部市 サービス業（他に分類されないもの）

株式会社長門製作所 山口県 宇部市 製造業

有限会社西村鉄工所 山口県 宇部市 製造業

株式会社藤井電業社 山口県 宇部市 建設業

ミツヤ工業株式会社 山口県 宇部市 建設業

株式会社理化 山口県 宇部市 建設業

有限会社リベルタス興産 山口県 宇部市 複合サービス事業

株式会社安全ガラス山口 山口県 山口市 サービス業（他に分類されないもの）

株式会社池田建設 山口県 山口市 不動産業

池田建設工業株式会社 山口県 山口市 建設業

糸野工務店株式会社 山口県 山口市 建設業

株式会社岩谷運送 山口県 山口市 運輸業

株式会社ウィルプラン 山口県 山口市 漁業

有限会社オオタ薬局 山口県 山口市 医療

株式会社オオバクリエイティブ 山口県 山口市 その他

協和機工株式会社 山口県 山口市 建設業

株式会社クリーンアシスト 山口県 山口市 サービス業（他に分類されないもの）

株式会社栗林設計 山口県 山口市 専門・技術サービス業

株式会社元気ジャパン 山口県 山口市 運輸業

株式会社ココモ 山口県 山口市 福祉

サン・ロード株式会社 山口県 山口市 建設業

株式会社Ｇ１プランニング 山口県 山口市 保険業

株式会社白上水道 山口県 山口市 建設業



中国芝浦電子株式会社 山口県 山口市 卸売業

株式会社テレフォーム 山口県 山口市 建設業

株式会社デンコーテック 山口県 山口市 電気・ガス・熱供給・水道業

株式会社東海総合保険事務所 山口県 山口市 保険業

株式会社昇技建 山口県 山口市 建設業

株式会社プライムアークス 山口県 山口市 小売業

株式会社ホンダオート中山口 山口県 山口市 小売業

山口県薬業株式会社 山口県 山口市 卸売業

山口商工会議所 山口県 山口市 社団法人、財団法人、商工会議所・商工会

有限会社山口そうごう自動車学校 山口県 山口市 教育

株式会社やまぐちビジネスサポート 山口県 山口市 サービス業（他に分類されないもの）

株式会社太陽コミュニケーションズ 山口県 萩市 教育

協和建設工業株式会社 山口県 萩市 建設業

株式会社コープ葬祭 山口県 萩市 サービス業（他に分類されないもの）

有限会社須佐自動車 山口県 萩市 小売業

玉江石油有限会社 山口県 萩市 小売業

豊田鋼機株式会社 山口県 萩市 卸売業

有限会社中屋電気 山口県 萩市 建設業

大海電機株式会社 山口県 防府市 建設業

株式会社グローバル 山口県 防府市 運輸業

有限会社末田窯業 山口県 防府市 建設業

有限会社防府サービス運送 山口県 防府市 運輸業

株式会社銘建 山口県 防府市 建設業

下松商工会議所 山口県 下松市 社団法人、財団法人、商工会議所・商工会

近藤商事株式会社 山口県 下松市 卸売業

株式会社周防工務店 山口県 下松市 建設業

株式会社ガンシン 山口県 岩国市 建設業

株式会社キネマティクス 山口県 岩国市 生活関連サービス業

錦町農産加工株式会社 山口県 岩国市 製造業

有限会社山一工業 山口県 岩国市 建設業

河野生コン販売株式会社 山口県 光市 運輸業

株式会社川畑建設 山口県 光市 建設業

光徳産業株式会社 山口県 光市 サービス業（他に分類されないもの）

株式会社ＳＵＲＤＥＣ 山口県 光市 専門・技術サービス業



株式会社三知 山口県 光市 卸売業

株式会社三電 山口県 光市 建設業

白井興業株式会社 山口県 光市 製造業

株式会社光運送 山口県 光市 運輸業

株式会社ファノス 山口県 光市 製造業

株式会社ホンダカーズ光東 山口県 光市 小売業

株式会社ＹＩＳＥ 山口県 光市 建設業

有限会社喜楽 山口県 長門市 飲食サービス業

長門商工会議所 山口県 長門市 社団法人、財団法人、商工会議所・商工会

井森工業株式会社 山口県 柳井市 建設業

株式会社沼田ヤンマー商会 山口県 柳井市 サービス業（他に分類されないもの）

有限会社配川石油店 山口県 美祢市 小売業

株式会社美東電子 山口県 美祢市 製造業

美祢警備保障株式会社 山口県 美祢市 サービス業（他に分類されないもの）

あんしんネット山口株式会社 山口県 周南市 保険業

エルクホームズ株式会社 山口県 周南市 建設業

株式会社九内 山口県 周南市 建設業

株式会社さくら保険サービス 山口県 周南市 保険業

株式会社サンリク 山口県 周南市 運輸業

株式会社ナカノ 山口県 周南市 建設業

西日本電業株式会社 山口県 周南市 建設業

有限会社パートナーパブリシティ 山口県 周南市 専門・技術サービス業

株式会社ふじたプリント社 山口県 周南市 製造業

ライニングサービス株式会社 山口県 周南市 建設業

株式会社ライフデザイン 山口県 周南市 金融業

有限会社りゅうび 山口県 周南市 飲食サービス業

小野田商業開発株式会社 山口県 山陽小野田市 不動産業

小野田通運株式会社 山口県 山陽小野田市 運輸業

西部特アス株式会社 山口県 山陽小野田市 製造業

富士運輸株式会社 山口県 山陽小野田市 運輸業

富士海運株式会社 山口県 山陽小野田市 運輸業

富士産業株式会社 山口県 山陽小野田市 卸売業

富士自動車株式会社 山口県 山陽小野田市 専門・技術サービス業

富士商株式会社 山口県 山陽小野田市 卸売業



不二輸送機工業株式会社 山口県 山陽小野田市 製造業

東和観光開発株式会社 山口県 周防大島町 宿泊業


