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３随－００１ （株）ソニック 長崎支店 850-0056 長崎県長崎市恵美須町6-9 電気・通信用機器類 電気・通信用機器類 船舶整備  

３随－００２ （株）スピナ 805-8528 福岡県北九州市八幡東区平野2-11-1   建物管理等各種保守管理  

３随－００３ 大村印刷（株） 747-8588 山口県防府市西仁井令1-21-55 フォーム印刷  広告・宣伝  

３随－００４ タニコー（株）山口営業所 754-0894 山口県山口市佐山1113-1 一般・産業用機器類    

３随－００５ （有）環境コンサルタント 750-0441 山口県下関市豊田町大字中村213-5   建物管理等各種保守管理  

３随－００６ 水産大学校生活協同組合 759-6595 山口県下関市永田本町2-7-1  衣服・その他繊維製品類　他 その他  

３随－００７ （株）フォーデック 山口支社 751-0817 山口県下関市一の宮卸本町3-16  家具・什器類　他 ソフトウェア開発  

３随－００８ （有）マルヒサ機工 751-0828 山口県下関市幡生町1-8-30  衣服・その他繊維製品類　他   

３随－００９ ＫＰＭＧ税理士法人 106-6012 東京都港区六本木1-6-1 泉ガーデンタワー12階   その他  

３随－０１０ （有）村中本店 751-072 山口県下関市秋根南町2-1-1  衣服・その他繊維製品類　他 その他  

３随－０１１ （株）コトウ 750-0016 山口県下関市細江町1-7-8  衣服・その他繊維製品類　他   

３随－０１２ （株）サニクリーン広島 730-0043 広島県広島市中区富士見町9-5  紙・紙加工品類　他 賃貸借  

３随－０１３ （株）広島ヤンマー商事 734-0012 広島県広島市南区元宇品町41-25  船舶類　他 船舶整備　他  

３随－０１４ サンデン観光バス（株） 751-0884 山口県下関市形山71   運送  

３随－０１５ （株）映像システム　福岡営業所 812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南1-2-15  電気・通信用機器類   

３随－０１６ ミツヤ電機（株） 751-0817 山口県下関市一の宮卸本町1-12  電気・通信用機器類 他 その他  

３随－０１７ （株）タカラ 750-0006 山口県下関市南部町13-9  紙・紙加工品類　他   

３随－０１８ 特急はんや（有） 750-0006 山口県下関市南部町26-16  その他印刷類　他   

３随－０１９ （株）片岡計測機器サービス 753-0871 山口県山口市朝田541-1  電気・通信用機器類 他 建物管理等各種保守管理　他   

３随－０２０ 医療法人社団　慈光会 759-6531 山口県下関市吉見本町1-3-31   その他  

３随－０２１ （株）ササキコーポレーション　ＵＢＥマリーナ 755-0027 山口県宇部市港町1-13-6  船舶類  その他

３随－０２２ （株）エフアイエスジャパン 104-0045 東京都中央区築地7-10-11   情報処理  

３随－０２３ 日本舶用エレクトロニクス（株）下関営業所 750-0065 山口県下関市伊崎町1-4-12 電気・通信用機器類 電気・通信用機器類 ソフトウェア開発 他  

３随－０２４ （有）ムラタカメラ 750-0027 山口県下関市上条町1-6 その他印刷類　他 その他印刷類　他 写真・製図  

３随－０２５ パシコ貿易（株） 113-0021 東京都文京区本駒込2-10-3 ｳｴｽﾄ･ﾜﾝﾋﾞﾙ  精密機器類   

３随－０２６ 三和システムサービス（株） 330-0851 埼玉県さいたま市大宮区櫛引町1-127  電気・通信用機器類   

３随－０２７ 日本給食品（株） 750-0093 山口県下関市彦島西山町2-1-25 その他 その他   

３随－０２８ 北海運輸（株）釧路支店 084-0914 北海道釧路市西港2-101-11   その他  

３随－０２９ 日本練水（株）九州支店 806-0004 福岡県北九州市八幡西区黒崎城石1-2 花尾ビル  一般・産業用機器類 他 調査・研究　他  

３随－０３０ 山口マツダ（株）下関幡生店　 751-0829 山口県下関市幡生宮の下町9-22  車両類 車両整備  

３随－０３１ （株）鎌倉テクノサイエンス 248-0036 神奈川県鎌倉市手広6-10-1   調査・研究  

３随－０３２ 高知マリンサービス（株） 780-8010 高知県高知市桟橋通5-5-58   その他  

３随－０３３ （株）ティーケーピー 103-0025 東京都中央区日本橋茅場町3-7-3 TKPタワー   会場等の借り上げ  

３随－０３４ （有）三洋ノｯズル製作所 425-0074 静岡県焼津市柳新屋70-1 船舶類    

３随－０３５ ダイキン工業（株）九州サービス部 811-2207 福岡県糟屋郡志免町南里1-10-1 一般・産業用機器類 他  その他  

３随－０３６ （株）ケービーティーオリエンタル 841-0071 佐賀県鳥栖市原古賀町976-2 その他 その他 その他  

３随－０３７ 光和興業（株） 850-1862 長崎県長崎市出島町3-10  衣服・その他繊維製品類　他 調査・研究　他  

３随－０３８ 沖縄第一倉庫（株） 900-0036 沖縄県那覇市西2-26-18   その他  

３随－０３９ ユタカ冷蔵（株） 759-4101 山口県長門市東深川1188-27 その他 その他 その他  

３随－０４０ 一般財団法人　日本気象協会 170-6055 東京都豊島区東池袋3-1-1  精密機器類 調査・研究　他  

３随－０４１  （有）ＴＥＳＣＯ企画 841-0076 佐賀県鳥栖市平田町2611-2 一般・産業用機器類 他 一般・産業用機器類 他 調査・研究　他  
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３随－０４２ 利康商事（株） 564-0051 大阪府吹田市豊津町18-13  医療用機器類   

３随－０４３ （株）紀伊國屋書店　九州営業部　 812-0012 福岡県福岡市博多区博多駅中央街2-1  図書類　他 その他  

３随－０４４ 大洋エーアンドエフ（株）油谷事業所 759-4623 山口県長門市油谷町向津具下青田2066-70  その他   

３随－０４５ （株）ジェイティービーカーゴ 103-0025 東京都中央区日本橋茅場町3-4-2   運送  

３随－０４６ （株）郁文堂 113-0033 東京都文京区本郷5-30-21  図書類　他   

３随－０４７ （株）秋田今野商店 019-2112 秋田県大仙市字刈和野248 その他 その他 その他 その他

３随－０４８ コーンズ・アンド・カンパニー・リミテッド 231-0023 神奈川県横浜市中区山下町273  図書類　他   

３随－０４９ 布谷舶用計器工業（株） 550-0025 大阪府大阪市西区九条南1-10-15  船舶類　   

３随－０５０ （株）サンピット 742-1502 山口県熊毛郡田布施町波野2200-7  燃料類   

３随－０５１ 松本水産（株） 871-0079 大分県中津市551 その他 その他   

３随－０５２ （有）村井造船所 759-4106 山口県長門市仙崎2834 ゴム・皮革・プラスチック製品類　他 ゴム・皮革・プラスチック製品類　他 船舶整備  

３随－０５３ 滝沢鉄工テクノサービス（株） 701-0164 岡山県岡山市北区撫川983 一般・産業用機器類 他 一般・産業用機器類 他 その他  

３随－０５４ 南豫通運（株） 798-0005 愛媛県宇和島市築地町1-6-21   その他  

３随－０５５ （株）ウエスギ 751-0818 山口県下関市卸新町9-1  その他印刷類　他 賃貸借  

３随－０５６ アイテック（株） 960-2156 福島県福島市荒井字横塚11-80 その他輸送・搬送機械器具類　他 その他   

３随－０５７ （株）ダイイチ 733-0832 広島県広島市西区草津港1-6-10  その他   

３随－０５８ （株）ＥＬＳＳ 305-0028 茨城県つくば市妻木2504-3   翻訳・通訳・速記　他  

３随－０５９ 田中船用品（株） 135-0048 東京都江東区門前仲町1-12-5  衣服・その他繊維製品類　他 船舶整備　他  

３随－０６０ （株）中国クボタ　山口事務所 753-0214 山口県山口市大内御堀1460-1  車両類 他   

３随－０６１ （株）シーゲートコーポレーション 734-0013 広島県広島市南区出島2-22-37   その他  

３随－０６２ （株）シロ産業 578-0948 大阪府東大阪市菱屋東2-9-17  車両類 他   

３随－０６３ 東京計装（株）　北九州営業所 802-0001 福岡県北九州市小倉北区浅野2-14-1 精密機器類 精密機器類 その他  

３随－０６４ （株）共進組 892-0815 鹿児島県鹿児島市易居町11-19   その他  

３随－０６５ 西日本リネンサプライ（株） 736-0052 広島県安芸郡海田町南つくも町13-35  紙・紙加工品類　他   

３随－０６６ （株）シバショウ 755-0084 山口県宇部市大字川上字白石699-1 紙・紙加工品類　    

３随－０６７ （株）明光商会　広島支店 733-0035 広島県広島市西区南観音3-5-2 事務用機器類 事務用機器類   

３随－０６８ 中国ピアノ運送（株） 731-3362 広島県広島市安佐北区安佐町久地859   運送　他  

３随－０６９ 三角海運（株） 869-3207 熊本県宇城市三角町三角浦1159-3   賃貸借 他  

３随－０７０ （株）オー・ケー・イー・サービス　西部支店 751-0875 山口県下関市秋根本町2-10-14 一般・産業用機器類 他 船舶類　他 建物管理等各種保守管理　他   

３随－０７１ （株）アントンパール・ジャパン 140-0001 東京都品川区北品川1-8-11  事務用機器類 その他  

３随－０７２ 中村産業（株） 271-0092 千葉県松戸市松戸2302-9  一般・産業用機器類   

３随－０７３ （有）植田商会 750-0075 山口県下関市彦島江の浦町2-21-23  その他   

３随－０７４ （株）グローバル環境ソリューション 215-0018 神奈川県川崎市麻生区王禅寺東5-9-5-C101 電気・通信用機器類 他 電気・通信用機器類 他 調査・研究　他  

３随－０７５ （株）貿易広告社 105-0021 東京都港区東新橋1-2-4   広告・宣伝  

３随－０７６ ミドリ安全福山（株） 721-0974 広島県福山市東深津町4-20-1  衣服・その他繊維製品類　他   

３随－０７７ 日経メディアプロモーション（株） 101-0047 東京都千代田区内神田1-6-10  その他   

３随－０７８ （有）浪越エレクトロニクス 651-1413 兵庫県西宮市北六甲台1-27-9 一般・産業用機器類 他 一般・産業用機器類 他 その他  

３随－０７９ 飯野港運（株） 624-0931 京都府舞鶴市字松陰18-7   その他  

３随－０８０ シンコー（株） 720-0055 広島県福山市胡町2-6  その他   

３随－０８１ （株）シャンテ 730-0012 広島県広島市中区上八丁堀8-28   会場等の借り上げ  

３随－０８２ 出光リテール販売（株）中国カンパニー 759-0206 山口県宇部市東須恵字中梅田2591-1 燃料類 燃料類   
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３随－０８３ （株）菊谷茂吉商店 752-0953 山口県下関市長府港町5-27  ゴム・皮革・プラスチック製品類　他   

３随－０８４ （株）光電製作所　関西営業所 674-0083 兵庫県明石市魚住町住吉1-5-9 一般・産業用機器類 他 一般・産業用機器類 他 調査・研究　他  

３随－０８５ ホームプラザ　ナフコ　美祢店 759-2212 山口県美祢市大嶺町東分378-1  ゴム・皮革・プラスチック製品類　他 その他  

３随－０８６ （有）ラミレーテ 662-0963 兵庫県西宮市屋敷町15-1 一般・産業用機器類 他 一般・産業用機器類 他 調査・研究　他  

３随－０８７ イーチャート 703-8282 岡山県岡山市中区平井3-1037-5 電気・通信用機器類 他 電子出版物類　他 調査・研究　他  

３随－０８８ （株）ＥＥＣＬ 750-8513 山口県下関市南部町21-19 商工会議所１Ｆ 一般・産業用機器類 一般・産業用機器類 調査・研究　  

３随－０８９ （株）ライセンスアカデミー 169-0073 東京都新宿区百人町2-17-24   広告・宣伝 他  

３随－０９０ セレゴ・ジャパン（株） 150-0031 東京都渋谷区桜丘町18-4   その他  

３随－０９１ （財）ヒューマンサイエンス振興財団 101-0032 東京都千代田区岩本町2-11-1   その他  

３随－０９２ 内海シッピング（株） 650-0024 兵庫県神戸市中央区海岸通1-1-1   その他  

３随－０９３ フュージョン（有） 135-0091 東京都港区台場1-1-1-806 一般・産業用機器類 一般・産業用機器類 他 その他  

３随－０９４ 岡田産業（株）日産レンタカー新下関駅前店 751-0873 山口県下関市秋根西町2-1-1   賃貸借  

３随－０９５ （有）エヌティエフ 252-0151 神奈川県相模原市緑区三井390-1 その他機器類    

３随－０９６ （株）エヌ・ティ・ティ・ドコモ 107-0052 東京都港区赤坂2-4-5　国際赤坂ビル  電気・通信用機器類   

３随－０９７ 山口教科書販売（株） 755-0027 山口県宇部市港町1-12-4  図書類　他   

３随－０９８ セムコ（株） 651-2273 兵庫県神戸市西区糀台5-10-2 精密機器類 精密機器類   

３随－０９９ （株）サニクリーン九州　下関営業所 751-0876 山口県下関市秋根北町7-29   その他  

３随－１００ 英和（株）　徳山営業所 745-0007 山口県周南市岐南町8-31  電気・通信用機器類 他   

３随－１０１ ＩＭＶ（株） 555-0011 大阪府大阪市西淀川区竹島2-6-10 精密機器類 精密機器類   

３随－１０２ （株）日産カーレンタルソリューション 553-0007 大阪府大阪市福島区大開2-2-11   賃貸借  

３随－１０３ （株）堀場製作所　大阪セールスオフィス 532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島7-4-17 精密機器類 精密機器類   

３随－１０４ （株）ＧＦ技研 417-0801 静岡県富士市大淵2586-3 A-2 電気・通信用機器類 電気・通信用機器類   

３随－１０５ （株）九州共販 802-0071 福岡県北九州市小倉北区黄金2-6-3 電気・通信用機器類 他 電気・通信用機器類 他   

３随－１０６ （株）コーネットワーク 555-0033 大阪府大阪市西淀川区姫島1-14-18  事務用機器類   

３随－１０７ 光東（株） 743-0021 山口県光市浅江5-27-18  車両類　他 賃貸借　他  

３随－１０８ （株）マヤテック 650-0024 兵庫県神戸市中央区海岸通5  船舶類 船舶整備  

３随－１０９ （株）九州防災設備 800-0112 福岡県北九州市門司区畑829-2  その他 建物管理等各種保守管理   

３随－１１０ 北信テレック（株） 040-0083 北海道函館市八幡町20-3  電気・通信用機器類 船舶整備  

３随－１１１ （株）Scientific　Language 305-0033 茨城県つくば市東新井26-13  その他印刷類　他 広告・宣伝 他  

３随－１１２ （株）協和 741-0083 山口県岩国市御庄3-132-12  一般・産業用機器類 他 賃貸借　他  

３随－１１３ LIMACINA　リマキナ 189-0024 東京都東村山市富士見町4-7-38   その他  

３随－１１４ 千代田開発（株）山口支店 755-0057 山口県宇部市大字藤曲2543-2  衣服・その他繊維製品類 他   

３随－１１５ （株）ビークルーエッセ 745-0861 山口県周南市新地3-5-18  その他 建物管理等各種保守管理   

３随－１１６ （有）福岡心理テストセンター 811-1346 福岡県福岡市南区老司1-34-1  その他   

３随－１１７ （株）イーチャート 703-8282 岡山県岡山市中区平井3-1037-5 電気・通信用機器類 他 電子出版物類　他 調査・研究　他  

３随－１１８ オーカ装置工業（株） 755-0043 山口県宇部市相生町5-11 その他  その他  

３随－１１９ 日本私立学校振興・共済事業団　広島会館 732-0052 広島県広島市東区光町1-15-21   その他  

３随－１２０ （株）丸金佐藤造船鉄工所 850-0977 長崎県長崎市土井首町510-2   その他  

３随－１２１ ワークショップ・山口コロニー印刷 747-1232 山口県防府市台道522 その他印刷類　    

３随－１２２ （有）トラベルマン 880-0913 宮崎県宮崎市恒久1-2-18  図書類　   

３随－１２３ （株）大和 750-0012 山口県下関市観音崎町6-5  紙・紙加工品類　他   
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３随－１２４ （株）水産タイムズ社 108-0014 東京都港区芝5-9-6 図書類　他 図書類　他   

３随－１２５ 昌宝汽船（有） 742-1402 山口県熊毛郡上関町長島4730 図書類　他 図書類　他 調査・研究　他  

３随－１２６ 日建工学（株） 160-0023 東京都新宿区西新宿6-10-1  ゴム・皮革・プラスチック製品類　他 調査・研究　  

３随－１２７ （公財）日本海事広報協会 104-0043 東京都中央区湊2-12-6  図書類　   

３随－１２８ コーエー（株） 751-0817 山口県下関市一の宮卸本町3-11  紙・紙加工品類　他   

３随－１２９ 特定医療法人社団松涛会　安岡病院 759-6604 山口県下関市横野町3-16-35   その他  

３随－１３０ （一財）経済調査会 104-0061 東京都中央区銀座5-13-16  図書類　他   

３随－１３１ （一社）大日本水産会 107-0052 東京都港区赤坂　1-9-13  図書類　   

３随－１３２ （一財）建設物価調査会 103-0011 東京都中央区日本橋大伝馬町11-8  図書類　他   

３随－１３３ （公社）日本水産学会 108-8477 東京都港区港南4-5-7   調査・研究　  

３随－１３４ （公社）日本動物学会 113-0033 東京都文京区本郷7-2-2  図書類　   

３随－１３５ （公社）日本冷凍空調学会 103-0011 東京都中央区日本橋大伝馬町13-7 図書類　    

３随－１３６ （株）前田石油 759-6532 山口県下関市吉見新町1-2-14  車両類　他 公告・宣伝　他  

３随－１３７ （一財）日本水路協会 144-0041 東京都大田区羽田空港1-6-6 図書類　他 図書類　他 調査・研究　他 その他

３随－１３８ （一社）繊維学会 141-0021 東京都品川区上大崎3-3-9-208  図書類　   

３随－１３９ （一財）日本システム開発研究所 162-0067 東京都新宿区富久町16-5  電子計算機類 公告・宣伝　他  

３随－１４０ （公社）日本設計工学会 169-0073 東京都新宿区百人町2-22-17 図書類　    

３随－１４１ （株）アシスト 103-0007 東京都中央区日本橋浜町2-56-5  事務用機器類   

３随－１４２ （公財）日本博物館協会 100-8925 東京都千代田区霞が関3-3-1  図書類　   

３随－１４３ 食生活研究会 550-0005 大阪府大阪市西区西本町1-12-19  図書類　   

３随－１４４ （公社）日本マリンエンジニアリング学会 105-0003 東京都港区西新橋1-1-3  図書類　 調査・研究　  

３随－１４５ （公社）日本船舶海洋工学会 105-0012 東京都港区芝大門2-12-9  図書類　   

３随－１４６ 三菱重工冷熱（株）北九州営業所 803-0827 福岡県北九州市小倉北区緑ヶ丘1-13-13  一般・産業用機器類 建物管理等各種保守管理   

３随－１４７ 郵船商事（株）　九州支店 852-8002 長崎県長崎市弁天町1-11  船舶類　他 その他  

３随－１４８ 沖縄プラントシステム（株） 904-2162 沖縄県沖縄市海邦1-16-18 非鉄金属・金属製品類　他 非鉄金属・金属製品類　他 その他  

３随－１４９ アイプランナー 745-0851 山口県周南市徳山5867-404 非鉄金属・金属製品類　他 非鉄金属・金属製品類　他   

３随－１５０ ベルトールドジャパン（株） 111-0052 東京都台東区柳橋1-26-6  精密機器類 その他  

３随－１５１ 東洋シャッター（株）中四国支店 734-0022 広島県広島市南区東雲1-5-8 非鉄金属・金属製品類 非鉄金属・金属製品類 建物管理等各種保守管理   

３随－１５２ （株）関門ミシン 750-0025 山口県下関市竹崎町1-16-15  電気・通信用機器類   

３随－１５３ （株）ＪＣＫフレンズ 140-0001 東京都品川区北品川1-6-16-43   翻訳・通訳・速記  

３随－１５４ （株）関東物産 103-0023 東京都中央区日本橋本町1-5-9  一般・産業用機器類 他   

３随－１５５ （有）西洸商事 750-0014 山口県下関市岬之町11-10   会場等の借り上げ  

３随－１５６ （有）アイエスシー 838-0115 福岡県小郡市大保1017-5  衣類・その他繊維製品類　他   

３随－１５７ （有）久観交通 742-2301 山口県大島郡周防大島町久賀4735-2   運送  

３随－１５８ （株）ワイエスフードエッセンス 031-0041 青森県八戸市廿三日町2  その他   

３随－１５９ 簑島漁業協同組合 824-0011 福岡県行橋市蓑島470-13   その他  

３随－１６０ 富士フイルムイメージングシステムズ（株） 141-0031 東京都品川区西五反田3-6-30 その他印刷類    

３随－１６１ 共同水産（株） 988-0247 宮城県気仙沼市波路上内沼16 その他    

３随－１６２ （公財）海難審判・船舶事故調査協会 102-0083 東京都千代田区麹町4-5   調査・研究　  

３随－１６３ 前田海産（株） 750-8501 山口県下関市彦島西山町4-13-33  その他   

３随－１６４ （有）峰北舎 759-2211 山口県美祢市大嶺町北分671 その他 その他   
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３随－１６５ （一財）海洋水産システム協会 103-0027 東京都中央区日本橋3-15-8   その他  

３随－１６６ 鈴与商事（株） 420-0859 静岡県静岡市葵区栄町1-3 燃料類    

３随－１６７ （一社）太陽経済の会 100-0005 東京都千代田区丸の内3-2-3   その他  

３随－１６８ （株）ケンコー光学 350-1231 埼玉県日高市鹿山853  その他   

３随－１６９ 西尾レントオール（株）通信速記営業部 565-0862 大阪府吹田市津雲台7-8   賃貸借　  

３随－１７０ （有）シラキハウジング 751-0832 山口県下関市生野町1-3-22 衣服・その他繊維製品類　他 衣服・その他繊維製品類　他 調査・研究　他  

３随－１７１ （株）下関漁業 750-0067 山口県下関市大和町1-16-1  その他   

３随－１７２ 日鉄住金テックスエンジ（株） 100-0005 東京都千代田区丸の内2-5-2 精密機器類 精密機器類   

３随－１７３ 社会福祉法人あゆみの会障害福祉サービス事業所安岡苑 759-6603 山口県下関市大字安岡145-5   その他  

３随－１７４ （株）アグリ 198-0023 東京都青梅市今井1-179-2 その他 その他   

３随－１７５ 京セラ（株） 612-8501 京都府京都市伏見区竹田鳥羽殿町6 一般・産業用機器類 他    

３随－１７６ ニッポンレンタカーサービス（株） 150-8515 東京都渋谷区神山町5-5   賃貸借 他　  

３随－１７７ （株）ゼニライトブイ中四国営業所 730-0041 広島県広島市中区小町1-25  非鉄金属・金属製品類　他   

３随－１７８ 社団法人ゼンコロ 165-0023 東京都中野区江原町2-6-7 図書類　 図書類　   

３随－１７９ 湘南工作販売（株） 143-0015 東京都大田区大森西6-5-3  船舶類 船舶整備  

３随－１８０ （株）末永商店 750-0067 山口県下関市大和町1-5-22  その他   

３随－１８１ （株）日本ファイリングテクノ 277-0843 千葉県柏市明原2-2-22  その他   

３随－１８２ （株）学生情報センター 600-8216 京都府京都市下京区東塩小路町735   ソフトウェア開発  

３随－１８３ 税理士法人ＴＩＣ 810-0001 福岡県福岡市中央区天神2-12-1   その他  

３随－１８４ 日本通運（株）青森支店 030-0801 青森県青森市新町1-1-8   運送  

３随－１８５ （株）大進 890-0037 鹿児島県鹿児島市広木1-1-56 精密機器類  他 精密機器類  他   

３随－１８６ （株）大谷交通 988-0277 宮城県気仙沼市本吉町田の沢96-3   運送  

３随－１８７ （株）丸善ジュンク堂書店 103-0027 東京都中央区日本橋2-3-10  図書類　   

３随－１８８ マリンテック（株） 441-3605 愛知県田原市江比間町新田370  その他   

３随－１８９ いとう釣具店 026-0034 岩手県釜石市中妻町1-20-24  その他   

３随－１９０ （公財）応用微生物学・分子細胞生物学研究奨励会 113-0032 東京都文京区弥生2-4-16  図書類　   

３随－１９１ （株）日本海洋生物研究所 142-0042 東京都品川区豊町4-3-16   調査・研究　  

３随－１９２ （有）長根水産 028-1371 岩手県下閉伊郡山田町船越11-7-14  その他   

３随－１９３ アロー印刷（株） 751-0818 山口県下関市卸新町10-3 フォーム印刷 外    

３随－１９４ 共立サニタリー（株） 812-0051 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭4-3-10   建物管理等各種保守管理 他   

３随－１９５ （株）東京屋クリーニング 755-0026 山口県宇部市松山町1-1-7   その他  

３随－１９６ レモジャパン（株） 657-0035 兵庫県神戸市灘区友田町3-6-15 電気・通信用機器類 他 電気・通信用機器類 他   

３随－１９７ 新日本観光交通（株） 759-4101 山口県長門市東深川911-77   運送  

３随－１９８ （有）宮城野納豆製造所 983-0047 宮城県仙台市宮城野区銀杏町4-29 その他    

３随－１９９ ＫＤＤＩ（株） 100-8186 東京都千代田区大手町1-8-1   その他  

３随－２００ 福岡酸素（株）佐世保支社 857-0852 長崎県佐世保市干尽町4-9  燃料類 他   

３随－２０１ （株）成瀬醗酵化学研究所 176-0001 東京都練馬区練馬2-18-7 その他 その他   

３随－２０２ （独）地域医療機能推進機構　下関医療センター附属健康管理センター 750-0061 山口県下関市上新地町3-3-8   その他  

３随－２０３ 宝来メディック（株） 891-0123 鹿児島県鹿児島市卸本町5-29  家具・什器類　他   

３随－２０４ 海上タクシー五島 853-2201 長崎県五島市奈留町浦1898   その他  

３随－２０５ 山脇印刷（株） 725-0003 広島県竹原市新庄町29 フォーム印刷 他    
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３随－２０６ グンゼ（株）QOL研究所　健康食品センター 623-8512 京都府綾部市井倉新町石風呂1 その他 その他   

３随－２０７ 独立行政法人海技教育機構 424-8678 静岡県静岡市清水区折戸3-18-1   その他  

３随－２０８ （公財）山口県予防保健協会 753-0814 山口県山口市吉敷下東3-1-1   調査・研究　  

３随－２０９ （一社）トロピカルテクノプラス 904-2234 沖縄県うるま市州崎7-7   その他  

３随－２１０ 土地家屋調査士　高松孝一 742-1104 山口県熊毛郡平生町宇佐木354-5   その他  

３随－２１１ ヤマトボックスチャーター（株）山口支店 747-0825 山口県防府市新田1613-2   運送  

３随－２１２ （株）サンファミリー 020-0839 岩手県盛岡市津志田南3-14-65  その他 その他  

３随－２１３ （株）エヌユーエス　西日本支店 754-0002 山口県山口市小郡下郷2278-5  電子計算機類 調査・研究　他　  

３随－２１４ （有）平安海産 863-1901 熊本県天草市牛深町3338-26  その他   

３随－２１５ （一社）クロックミクス 594-1106 大阪府和泉市はつが野2-11-47   調査・研究　  

３随－２１６ （有）シマテック 759-4401 山口県長門市日置上5941-1  一般・産業用機器類 その他  

３随－２１７ 倉橋島海産（株） 737-1377 広島県呉市倉橋町747-5 その他 その他   

３随－２１８ 林兼コンピューター（株） 750-0067 山口県下関市大和町2-4-8  電子計算機類 他 情報処理　他  

３随－２１９ 仲野刃物店 751-0841 山口県下関市垢田町1-1-13  その他   

３随－２２０ （一社）雇用問題研究会 103-0002 東京都中央区日本橋馬喰町1-14-5  図書類　   

３随－２２１ （株）定刻データーバンク 107-0868 東京都港区南青山2-5-20  図書類　   

３随－２２２ 錦山商店 750-0026 山口県下関市長門町919  その他 その他  

３随－２２３ （一社）電子情報通信学会 105-0011 東京都港区芝公園3-5-8   その他  

３随－２２４ （株）キュービックアイ 141-0031 東京都品川区西五反田2-15-9   情報処理 他  

３随－２２５ （有）山田仏壇店 759-6301 山口県下関市豊浦町川棚6900-1  その他   

３随－２２６ （株）ハニードライ 759-6604 山口県下関市横野町1-21-13   その他  

３随－２２７ （株）いちまる 425-0021 静岡県焼津市中港2-5-13  燃料類   

３随－２２８ ビューローベリタスジャパン（株） 224-0033 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎東4-5-17   その他  

３随－２２９ 古江サイエンス（株） 160-0023 東京都新宿区西新宿5-8-13 一般・産業用機器類 一般・産業用機器類   

３随－２３０ フジプラニング（株） 193-0931 東京都八王子市台町2-25-16  精密機器類   

３随－２３１ （株）ＯＳＧコーポレーション 154-0003 東京都世田谷区野沢2-1-4 その他機器類 その他機器類   

３随－２３２ ぜんぎょれん食品（株） 985-0001 宮城県塩竈市新浜町1-19-26 その他 その他   

３随－２３３ （有）観光レンタカー下関 752-0997 山口県下関市前田1-14-26   運送  

主たる事業の種類
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