
●萩山口信用金庫 ●ヒューモア
●山口銀行山口支店 ●山口トヨタ自動車

●ザ・ビッグ山口大内店 ●生活協同組合コープやまぐち ●トヨタレンタリース山口
●山口公衆衛生協会 ●湯田温泉配給協同組合 ●湯田温泉旅館協同組合
●山口市大型店協議会（アルク平川店・コープどうもん店・コープいずみ店・ザ・ビッグ大内店・山口井筒屋・フジグラン山口・MrMax山口店・ゆめタウン山口店）

　
●アド・カミモト ●いさむや第一交通 ●伊藤音響 ●入交電設 ●浩企画
●サンデー山口 ●大隅 ●技工団 ●マリモ ●地域情報新聞
●東亜 ●豊食 ●マルニ ●日本果実工業 ●岩本運勢鑑定
●御堀堂 ●山口トヨペット ●中野会計事務所 ●山口日産自動車 ●瑞穂糧穀
●オオバクリエイティブ ●ＪＲ西日本山口地域鉄道部 ●松田範和税理士事務所
●サンルート国際ホテル山口 ●山口観光コンベンション協会 ●山口ケーブルビジョン
●美祢車輛センター山口工場

●Ａｋｉ建築設計事務所 ●木下酒造 ●新防水工業 ●野田 ●山口県観光連盟
●アースプランニング ●共立地下工業 ●末廣 ●のむら内科胃腸科医院 ●山口県信用保証協会
●秋川牧園 ●きれん製菓 ●砂川工業所 ●ハイテク山口 ●山口建設
●旭建設工業 ●串蔵 ●税理士法人総合会計 ●ピース・プランニング ●山口県予防保健協会
●あじす牧場 ●国田工業 ●税理士法人行本事務所 ●日の出屋商店 ●山口県流通センター
●生田 ●藏成幹也 ●セフティメンテナンス ●福田・山根合同事務所 ●山口公証役場
●石高雅美税理士事務所 ●クリーンメンテナンス ●セフティワン ●富士企業 ●山口合同ガス山口支店
●石山建設 ●クリーン山口 ●創舎 ●ふしの学園 ●山口産業
●維新国際特許事務所 ●栗林設計 ●双樹設計 ●藤本 ●山口視聴覚機器
●五十鈴工業 ●元気ジャパン ●大進本店山口店 ●普門寺 ●山口新聞
●磯部工業 ●コア ●大陽通信工業 ●平和工芸社 ●山口水産荷受協同組合
●いちやなぎ ●鴻城土建工業 ●田坂クリーニング店 ●防長交通 ●山口測地
●伊藤工務所 ●興電社 ●田中金属 ●ホテル喜良久 ●山口第一法律事務所
●糸野工務店 ●こすもす ●田村石材工業所 ●マエダ商事 ●山口大神宮
●内田興業 ●こすもす開発 ●中電工山口統括支社 ●松永商店 ●山口法人会
●エイム工業 ●佐伯法律事務所 ●長州興業 ●松原電機 ●山口放送山口支社
●ＮＴＴ西日本山口支店 ●サン・ロード ●長州物産長州苑 ●豆子郎 ●山口松樹園
●エビスヤ ●三建調査設計 ●ＤＥＡＲ ●三笠産業 ●山口メディア研究所
●江山建設 ●山都商事 ●ＴＣＭ ●三石税理士事務所 ●大和
●遠藤中央薬局 ●残土処理協業 ●テレビ山口 ●ミッド・フォー ●大和建設
●近江屋 ●三友工業 ●東洋証券山口支店 ●ＭＩＨＯＲＩ ●山野タクシー
●大内建設 ●山陽 ●徳重工業 ●三宅商事 ●ゆだ
●大隅塗装 ●山陽運輸 ●トヨタ部品山口共販 ●宗像建設 ●湯田温泉料飲社交組合
●おおどの診療所 ●山陽鋼機建設 ●奈加 ●モリイケ ●湯田不動産管理
●大林産業 ●サンヨー宇部 ●中尾物流 ●モリモト ●横川砕石
●岡崎ボデー工場 ●ジェイ・ロード ●永藤塗装店 ●山一運輸興業 ●吉田クリーニング
●岡崎木材工業 ●式祭リース ●中山修身法律事務所 ●ヤマウチ ●吉近興業
●岡村工業 ●シマダ ●波柄 ●山金工業 ●吉元法律事務所
●片岡計測器サービス ●下野エステート ●楢松建設 ●山口井筒屋 ●リクチコンサルタント
●金子技建 ●白上水道 ●西岡会計事務所 ●山口内山電機 ●リンクス
●カワテツ ●新生佛教教団 ●西谷工務店 ●山口金属曲板工業 ●レノファ山口
●岸田時計店 ●新富士化学 ●のぐちどうぶつ病院 ●山口県貨物倉庫 ●ワイケイシイ
●山陽種苗 ●日本電信電話ユーザ協会山口支部
●化粧品のわたなべ ●赤帽山口県軽自動車運送 ●カドス・コーポレーション ●吉南環境テクニカルサービス
●キャッツ・アイグループ ●スクエアイノベーション ●弁護士法人末永法律事務所 ●山口そうごう自動車学校
●耳鼻咽喉科かめやまクリニック ●損保ジャパン日本興亜山口支店 ●山口スイムサービスＳＳＳスポーツ ●ハタノ・エンタープライズ
●耳鼻咽喉科ののはなクリニック ●山口県建築住宅センター ●山口県飲食業生活衛生同業組合山口支部

●アート山口広告社 ●神田珈琲園山口店 ●多々良造園 ●藤井組 ●焼肉レストラン奉楽
●アール・ペイザン ●クリーンサービス渡辺 ●たまや ●プチハウス ●柳井旅館
●青戸内装 ●五衛府デザイン ●テラヤマ倉庫運輸 ●ヘアーサロンジョイ ●山内木工製作所
●上利真貫堂薬局 ●コープサービス ●ＤＥＲＥＳＩ ●ベル商事 ●山口銀行湯田支店
●安全ガラス山口 ●コカ・コーラウエスト ●戸井正一商店 ●防長苑 ●山口グランドホテル
●石津板金加工所 ●西京銀行 ●東海総合保険事務所 ●防長青年館 ●山口県中央花市場
●石野畳店 ●西京クレーン ●徳陽石油 ●鳳友 ●山口合同プロパン
●いちにいさん ●西京造園 ●トラヤ ●ホテルうえの ●山口交友会館
●井藤商店 ●サロンド・プチ ●永見工務店 ●ホテルニュータナカ ●山口総合建材
●岩本ガラス店 ●三和自動車工場 ●鍋田商会 ●堀北金物店 ●山口旅館組合
●エースカード ●seeds ●にしむら美容室 ●牧野大内塗 ●山福
●エヌイーティー ●塩見会計事務所 ●秦電気工事 ●まごころ ●山本時計店
●Ｍ＆Ｋサービス ●志賀酒舗 ●ひさご ●馬越工業 ●ＹＡＯＺＥ
●岡部造園 ●常栄寺 ●日立ビルシステム ●正木税理士事務所 ●ＹＯＯＤＳ
●御幸工業 ●昭和建設 ●平佐銃砲火薬店 ●マツモトＳＲＣ ●縁建設
●かとう ●セイブ電気 ●廣澤寺 ●まどか ●ライフアシスト
●金田税理士事務所 ●関谷 ●広島商銀山口支店 ●まるもや刺繍 ●歴山会
●獺祭取扱店丸志酒舗 ●セントコア山口 ●浩陽工業 ●光岡総業 ●ワイエム証券
●カワノ工業山口営業所 ●総合保険山口 ●福永商事山口支店 ●翠山荘 ●わたなべ
●河村冷機 ●大一写真工業 ●藤井オート電機商会 ●村田電気 ●ワン・オール
●山口中央郵便局 ●読売センター山口宮野 ●山口県中部砕石協同組合 ●山口県中部生コンクリート
●中国クボタ山口事務所 ●三菱ビルテクノサービス ●山口県婦人教育文化会館 ●司法書士法人やまぐち中央事務所
●松田俊男税理士事務所 ●山口県社会保険労務士会 ●渡邉一正司法書士事務所 ●ビューティサロンニュースタイル
●ムラカミクリーニング ●山口建設コンサルタント ●セブンイレブン山口東山店 ●近畿日本ツーリスト中国四国山口支店
●山口理容美容専修学校 ●中央瓦店

●朝倉八幡宮 ●兼重建具 ●西京げんや ●大八寿司 ●ハンズもとなが ●三浦建設 ●やまね
●いいだガラス工房 ●共同ゴム工業 ●三共ピアノ運送 ●高雄商店 ●藤井釣具店 ●ミドリ ●レッツ美容室
●家ＭＯＮ ●共興建設 ●食堂くら本 ●竹内設備サービス ●blanc ●御堀軽運送 ●iRクリエイティブサービス
●インサイト ●キング商会 ●しんぐの岩見屋 ●タケモト ●ポピンズ ●メディカルフェイス ●内田典孝税理士事務所
●大枝建設 ●栗田建設 ●新生商事山口営業所 ●谷口漆香堂 ●街づくり山口 ●山海 ●カートンパーツセンター
●小鯖自工 ●ＫＫＲ山口あさくら ●新町技建 ●Ｄ＆Ｇ Ｈａｉｒ ●松浦歯科医院 ●山口桜畠郵便局 ●三知エンジニアリング
●オダムラデザイン ●建築オカベ ●スナックゼロ ●原田茂樹 ●松山クリーニング ●山口整体院 ●ノムラトータルサービス
●otto bar ●こいね会舞踊学院 ●清香園茶店 ●原田設備 ●丸久アルク平川店 ●山崎果樹園 ●山口まちづくりセンター
●オニオン座 ●ザ・ビッグ小郡店 ●ソラ ●はるぱん ●マルヤ兄弟ストアー ●ヤマサンガス ●山口エルピーガスセンター
●広末環境コンサルティングＤＥＮＮ ●メナードフェイシャルサロン春小町 ●山口園芸資材センター

山口市ふるさとまつり協賛企業


