
●萩山口信用金庫 ●山口銀行山口支店

●厚母組 ●エイム工業 ●サンテック ●ハイキューパーツ

●山口トヨペット ●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（山口井筒屋、ゆめタウン山口、フジグラン山口、ザ・ビッグ大内店、コープいずみ店、アルク平川店、MrMax山口店、コープどうもん店）

●山口公衆衛生協会 ●アイフィット山口 ●インテリア益成 ●技工団
●豪和建設 ●高倉塗装 ●トヨタレンタリース山口 ●中野会計事務所
●永藤塗装店 ●富士水産 ●マルニ ●山口トヨタ自動車
●ゆだ ●山口観光コンベンション協会
●美祢車輌センター 山口工場 ●石山建設 ●一心工業 ●コア
●国際ホテル山口 ●サンデー山口 ●日本果実工業 ●フジグラン山口
●御堀堂 ●モビリティライフグループ ●山口青色申告会 ●山口ケーブルビジョン
●山産 ●リンクス ●日本管財環境サービス中国支店

●モナポライズ ●木村設備設計事務所 ●アースプランニング ●アーバンエステート ●ｉＲクリエイティブサービス
●アイエス ●Ｉ．Ｄ．Ｗｏｒｋｓ ●青山胃腸科内科 ●赤帽山口県軽自動車運送（協） ●秋川牧園
●あじす牧場 ●東化研 ●アド・カミモト ●アド水質分析センター ●荒木進土地家屋調査士事務所
●いさむや第一交通 ●維新国際特許事務所 ●五十鈴工業 ●磯部工業 ●いちやなぎ
●伊藤音響 ●伊藤工業 ●伊藤工務所 ●伊藤社会保険労務士事務所 ●糸野工務店
●井本製作所 ●岩佐 ●梅田工業 ●NTT西日本 山口支店 ●えびすや
●エフケイビル ●Ｍ・Ｔ・Ｃ ●近江屋 ●オオバクリエイティブ ●大林産業
●岡崎ボデー工場 ●岡﨑木材工業 ●岡部造園 ●奥野工務店 ●奥村組山口営業所
●ｏｆｆｉｃｅ　ＫＯＭＳ　司法書士 ●片岡計測器サービス ●カドス・コーポレーション ●カネキ ●杵崎の里
●岸田時計店 ●機動警備保障 ●木下酒造 ●キャッツ・アイグループ ●共立地下工業
●漁連販売 山口食品工場 ●きれん製菓 ●国田工業 ●クリーンメンテナンス ●元気ジャパン
●向学社 宇部進学教室 ●鴻城土建工業 ●工和建設 ●コープ葬祭山口店 ●こすもす開発
●コセイ ●小林板金工作所 ●近藤こどもクリニック ●third.gear.builders ●サン・ロード
●サンエイ設備 ●山陽運輸 ●山陽鋼機建設 ●山陽種苗 ●サンヨー宇部
●三和自動車工場 ●ジェイ・ロード ●ＪＴＢ山口支店 ●式祭リース ●耳鼻咽喉科かめやまクリニック
●シマダ ●シミズ ●下野エステート ●ｓｈｕａｒａ ●樹一会 山口病院
●昭ちゃんコロッケ ●白上水道 ●新生商事 山口営業所 ●新富士化学 ●新防水工業
●末永法律事務所 ●末廣 ●砂川工業所 ●スペース ●青藍会
●関谷 ●セフティメンテナンス ●セフティワン ●創舎 ●苑屋
●大一写真工業 ●台観望 ●田坂クリーニング店 ●田中モータース ●田村石材工業所
●地域情報新聞 ●中央石油 ●中電工 ●長州興業 ●長州物産 長州苑
●津山鮮魚店 ●ツワキ ●ＴＣＭ ●テクノウェル山口工場 ●テレビ山口
●東亜 ●豆子郎 ●東洋証券 山口支店 ●徳重工業 ●トラストＯＮＥ
●Ｎｉｃｅエクステリア ●奈加 ●仲一 ●長沢温泉 ●中山修身法律事務所
●楢松建設 ●西岡会計事務所 ●西谷工務店 ●西日本情報システム ●日本たばこ産業山口支社
●ニュージャパンナレッジ ●野口医院 ●ハイテク山口 ●Buzz.m ●原田屋
●パワーキューブ ●パンプローナ ●光塗装 ●浩企画 ●ひわだや
●風伝 ●福田・山根合同事務所 ●福田酒店 ●富士企業 ●フジタ工業
●フジタ山口総合営業所 ●ふしの学園 ●藤本 ●防長観光バス 新山口営業所 ●防長交通 山口営業所
●防長不動産 ●ホテル喜良久 ●マエダ商事 ●正木税理士事務所 ●松田会計事務所
●松田屋ホテル ●松永商店 ●ｍａｄｏ ●まるさ林業 ●三笠産業
●水岡広報企画室 ●ＭrＭax山口店 ●瑞穂糧穀 ●光田商店 ●ミッドフォー
●ＭＩＨＯＲＩ ●三宅商事 ●宮﨑建具店 ●宗像建設 ●村田電気
●メナード化粧品泉央販売 ●メンズ脱毛JAPAN山口店 ●モリイケ ●モリのパン ●モリモト
●矢次木工所 ●山一運輸興業 ●ヤマウチ ●山内木工製作所 ●山金工業
●山口井筒屋 ●山口園芸資材センター ●山口金属曲板工業 ●山口県観光連盟 ●山口県建築住宅センター
●山口県信用保証協会 ●山口建設 ●山口建築技術研修所 ●山口県中央花市場 ●山口県農業（協）山口統括本部
●山口公証役場 ●山口産業 ●山口視聴覚機器 ●山口地ビール ●山口松樹園
●山口そうごう自動車学校 ●山口測地 ●山口第一法律事務所 ●山口大神宮 ●山口放送山口支社
●山口マツダ ●山口料飲組合 ●大和 ●大和建設 ●ＹＯＯＤＳ
●ゆうの里 ●湯田温泉ユウベルホテル松政 ●湯田温泉料飲社交組合 ●湯田製麺 ●湯田不動産管理
●横川砕石 ●ライフサポート ●リアル・プラス ●リアルヴィジブル ●リクチコンサルタント
●ワイエム証券 山口支店 ●全国労働保険事務組合連合会山口支部 ●山口スイムサービス SSSスポーツプラザ吉敷 ●原田車輌内装店
●のぐちどうぶつ病院 ●西日本旅客鉄道新山口管理駅

●アート山口広告社 ●アール・ペイザン ●上利真貫堂薬局 ●朝倉八幡宮 ●アマノ 山口営業所 ●石津板金加工所
●出雲大社山口分院 ●イタガキ電器 ●井藤商店 ●入交電設 ●岩戸次男税理士事務所 ●エヌイーティー
●Ｍ＆Ｋサービス ●緒 ●大内太鼓 ●大島いりっこ本舗 ●オオタ薬局 ●おかもと
●オダムラデザイン ●カセツバンク ●割烹福助 ●金子技建 ●金子工務店 ●金田税理士事務所
●カワノ工業山口営業所 ●河村冷機 ●共営社山口営業所 ●銀扇会 ●きんもくせい ●クリーンサービス渡辺
●虹河 ●コープサービス ●西京銀行山口支店 ●西京造園 ●西都 ●サンショウ技建
●三友工業 ●Sia ●塩見会計事務所 ●重安運送山口営業所 ●末永木材工業 ●ステラ美容室
●スナックあさ ●住江忠彦税理士事務所 ●セントコア山口 ●総合保険山口 ●大貴 ●たかくら
●田口ピアノ工房 ●タムラ ●中央瓦店 ●中国住宅建設工業 ●中部砕石（協） ●中部生コンクリート（協）
●東海総合保険事務所 ●ときつ養蜂園 ●トラヤ ●永見工務店 ●鍋田商会 ●仁壁神社
●仁保の郷 ●ニュー平和代行運転 ●野田 ●パスタ＆ピザハウスアキラ ●秦電気工事 ●はなまい
●ビストロ和久 ●Pizzeria VOLPE BIANCA ●藤井オート電機商会 ●藤木自動車整備工場 ●ブティックジャンヌ ●文岡仏壇店
●ブライダルミミ ●プローラＧＫ ●ヘアーサロンジョイ ●Ｈａｉｒ　Ｓａｌｏｎ　ＬｏＬｏ ●防長苑 ●防長青年館
●ホームテック ●ホテルうえの ●ホテルニュータナカ ●ポピンズ ●堀本商会 ●まごころ
●馬越工業 ●街づくり山口 ●松田俊男税理士事務所 ●光岡総業 ●御幸工業 ●ミライカメラ
●恵 ●メディカルフェイス ●森重工業 ●八百果まつにし ●焼き菓子やをぜ ●焼肉高山
●柳井旅館 ●山口内山電機 ●山口家庭風呂センター ●山口銀行湯田支店 ●山口グランドホテル ●山口県貨物倉庫
●山口県社会保険労務士会 ●山口県農協印刷 ●山口合同プロパン ●山口青年会議所 ●山口総合建材 ●山口不二サッシ
●山口旅館組合 ●山田大介法律事務所 ●山福 ●山本時計店 ●よしの印刷 ●吉山造園
●歴山会 ●渡邉一正司法書士事務所 ●ワン・オール ●ゴルフシミュレーションスタジオGolchoru
●耳鼻咽喉科ののはなクリニック ●信用組合広島商銀山口支店 ●ダイニング＆鉄板焼さくら ●日本電信電話ユーザ協会山口地区協会
●ビューティサロンニュースタイル ●ホンダカーズ光東山口東店 ●三菱電機ビルソリューションズ中国支社 ●ナカタ時計店 ●本多屋

●ARC LIFE ●アス・ライフ ●いいだガラス工房 ●岩本ガラス店 ●内田典孝税理士事務所●小郡ガス ●お好み焼 水音
●お肉のどうもん松本 ●カートンパーツセンター ●兼重建具 ●カラオケ＆喫茶ユカリ ●共興建設 ●共同ゴム工業 ●蔵田
●栗田建設 ●ＫＫＲ山口あさくら ●浩陽工業 ●心味 ●魚屋ひでぞう ●坂本木材 ●サニクリーン中国山口支店
●サロンド・美々 ●山海 ●三共 ●システム・Ｉ ●新町技建 ●ストロベリータイム ●スナックＢＲＩＣＫ
●スメスト ●清香園茶店 ●ソラ ●高雄商店 ●ノムラトータルサービス ●パブ・アルカシェール ●はるぱん
●広島英油山口支店 ●福田　晴彦 ●福本保険代理店 ●ｂｌａｎｃ ●ベリーヒューマン ●マルイ薬品 ●マルソウ
●御堀軽運送 ●都コーポレーション ●ムラカミクリーニング ●メゾンド・カランドゥリエ ●山口桜畠郵便局 ●山口まちづくりセンター ●山崎果樹園
●やまね ●ラウンジ翼 ●Li’s space Design LABO ●～リフレクソロジーで癒しの空間～ぽっかぽか
●和食ダイニング　饗の風 ●米ぬか酵素温浴山口 璃梵之郷 ●高山石油ガス小郡充填所 ●高山石油ガス山口営業所
●マルヤスポーツ・トリプルダブル ●明和技術コンサルタント ●山口せわやきネットワーク ●ヤマサンガス山口営業所

●シャレード美容室 ●竹内設備サービス ●Ｄ＆Ｇ　ＨＡＩＲ ●初音 ●レッツ美容室 ●建築オカベ ●スナックゼロ
●谷口漆香堂 ●ハンズもとなが

山口市ふるさとまつり協賛企業


