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下関市物品・役務競争入札参加有資格者名簿
（五十音順）

№ 地域区分 商号又は名称 電話番号 所在地 参加希望業種(大分類）

1 市外 株式会社アーキジオ 0766-63-8850 富山県高岡市西藤平蔵５８１番地 調査・研究／写真・製図／

2 市外 有限会社アース 078-531-0722 兵庫県神戸市長田区四番町六丁目１番２号 廃棄物処理（収集・運搬・処分等）／

3 市内 株式会社アートネクスト 083-242-2015 山口県下関市横野町一丁目２１番１１号 衣類・繊維／広告用品／印刷製本／企画製作／

4 市外 株式会社アーバンデザインコンサルタント 092-282-1788 福岡県福岡市博多区古門戸町７番３号 調査・研究／企画製作／

5 市外
株式会社アーバントラフィックエンジニアリ
ング広島事務所

082-545-8258 広島県広島市中区三川町７番７号 調査・研究／

6 市外 株式会社アービカルネット 092-725-0801 福岡県福岡市中央区大名二丁目４番３０号 調査・研究／

7 市外 株式会社アーラリンク大阪支店 03-6633-1556 大阪府大阪市浪速区難波中１丁目１２番５号 電気・精密機器／賃貸借（リース）／

8 市外 ＲＥ１００電力株式会社 087-813-5907 香川県高松市林町２５２１番地５ その他物品／

9 市外 株式会社ＲＫＫＣＳ 096-312-5140 熊本県熊本市中央区九品寺一丁目５番１１号 文房具・事務機器／コンピュータサービス／賃貸借（リース）／

10 市外 ＩＨＩ運搬機械株式会社九州営業所 092-718-2130 福岡県福岡市中央区渡辺通二丁目１番８２号 機械器具／整備／

11 市外 株式会社アイ・エス・エス 03-6369-9991 東京都港区三田三丁目１３番１２号 企画製作／

12 市外
株式会社ＩＳＴソフトウェアソリューション
事業本部

03-5480-6711 東京都大田区蒲田五丁目３７番１号 文房具・事務機器／コンピュータサービス／企画製作／賃貸借（リース）／

13 市外
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社山口
支店

083-974-1611
山口県山口市小郡高砂町二丁目８番ＡＺＵＲＥ新
山口ビル８階

その他役務／

14 市内 アイカギ防犯センターベスト 083-233-0342 山口県下関市西大坪町３番７号 電気・精密機器／機械器具／庁舎等管理業務／建物等保守管理／その他役務／

15 市内 株式会社アイカギ防犯センターベスト 083-233-0342 山口県下関市西大坪町３番７号 電気・精密機器／庁舎等管理業務／建物等保守管理／その他役務／

16 準市内１ アイギスセキュリティ株式会社下関営業所 083-242-2830
山口県下関市秋根本町一丁目７番５ー２０３号第
一坂野ビル

警備／

17 市外 株式会社アイ・シー・アール 0570-011-580 愛知県名古屋市東区東桜二丁目１０番１号 その他役務／
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下関市物品・役務競争入札参加有資格者名簿
（五十音順）
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18 市内 アイズホーネスト株式会社 083-766-1316 山口県下関市豊田町大字中村５８０番地１ 建物等保守管理／廃棄物処理（収集・運搬・処分等）／

19 市外 株式会社あい設計山口支社 083-972-5506 山口県山口市小郡下郷７９３番地３ 調査・研究／

20 市外 愛知時計電機株式会社広島営業所 082-292-8289 広島県広島市西区中広町二丁目１３番２５号 電気・精密機器／建物等保守管理／整備／

21 市外 アイティーアイ株式会社山口営業所 083-974-4611 山口県山口市小郡黄金町１２－１２ 電気・精密機器／薬品・検査用品／文房具・事務機器／賃貸借（リース）／

22 市外 株式会社アイ・ティー・シー広島支店 082-942-0942 広島県広島市西区中広町三丁目３番１８号
電気・精密機器／文房具・事務機器／調査・研究／電気通信サービス／コンピュータサービス／そ
の他役務／

23 市外 株式会社アイティフォー 03-5275-7841 東京都千代田区一番町２１番地 電気・精密機器／文房具・事務機器／コンピュータサービス／賃貸借（リース）／その他役務／

24 市外 ＩＴｂｏｏｋ株式会社 03-6770-9971 東京都江東区豊洲三丁目２番２４号
電気・精密機器／文房具・事務機器／調査・研究／電気通信サービス／コンピュータサービス／企
画製作／その他役務／

25 市外 アイテック株式会社 06-6346-0036
大阪府大阪市北区梅田一丁目１３番１号大阪梅田
ツインタワーズ・サウス

庁舎等管理業務／建物等保守管理／廃棄物処理（収集・運搬・処分等）／その他役務／

26 市外 株式会社アイテック 092-558-4832 福岡県福岡市博多区板付四丁目７番３５号 資材・園芸用品／調査・研究／

27 市内 株式会社アイテック 083-222-7220 山口県下関市椋野町一丁目１番６号 電気・精密機器／文房具・事務機器／消防用品／庁舎等管理業務／建物等保守管理／

28 市内 株式会社アイテックサービス 083-255-6453 山口県下関市生野町二丁目３２番３０号 庁舎等管理業務／

29 市外 株式会社アイテックス 0834-21-6740 山口県周南市岡田町３番２５号 文房具・事務機器／コンピュータサービス／企画製作／賃貸借（リース）／その他役務／

30 市外 株式会社アイネス九州支社 092-235-1611 福岡県福岡市博多区博多駅前三丁目２番１号 文房具・事務機器／コンピュータサービス／賃貸借（リース）／

31 市外 株式会社アイネットサポート 03-6632-1160 東京都豊島区南大塚三丁目３０番３号 調査・研究／コンピュータサービス／企画製作／その他役務／

32 市外 ＡＩＨＯ山口株式会社 083-927-3800 山口県山口市下小鯖６３２番地の１ 機械器具／

33 市外 アイリスオーヤマ株式会社 022-221-3400 宮城県仙台市青葉区五橋二丁目１２番１号 電気・精密機器／薬品・検査用品／

34 市外 株式会社アイヴィジット 03-6627-9977 東京都豊島区東池袋四丁目５番２号 庁舎等管理業務／調査・研究／コンピュータサービス／企画製作／その他役務／
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（五十音順）

№ 地域区分 商号又は名称 電話番号 所在地 参加希望業種(大分類）

35 市外 株式会社アウルズ 093-522-1699
福岡県北九州市小倉北区米町一丁目３番１０号一
宮ビル７階

企画製作／その他役務／

36 市内 有限会社葵油化興業 083-253-5467 山口県下関市綾羅木本町四丁目６番１５号 廃棄物処理（収集・運搬・処分等）／

37 市内 株式会社青木建設 083-282-2535 山口県下関市清末千房三丁目６番１５号 建物等保守管理／廃棄物処理（収集・運搬・処分等）／

38 市内 有限会社青葉教材社 083-222-7394 山口県下関市貴船町一丁目１５番１３号
電気・精密機器／資材・園芸用品／文房具・事務機器／文化・体育用品／衣類・繊維／日用品／調
査・研究／賃貸借（リース）／

39 市内 株式会社青松商店 083-227-2226 山口県下関市椋野町一丁目２５番１９号 廃棄物処理（収集・運搬・処分等）／

40 市外 赤坂印刷株式会社 0834-66-0001 山口県周南市大字馬神字松川８５４番１ 印刷製本／その他役務／

41 市外 赤武株式会社 055-967-3333 静岡県沼津市西椎路１４番地 消防用品／企画製作／

42 市内 株式会社アカマ印刷 083-249-1188 山口県下関市長府扇町９番１０号 衣類・繊維／広告用品／印刷製本／調査・研究／企画製作／

43 市内 有限会社上利金庫店 083-231-2244 山口県下関市南部町３番１４号
電気・精密機器／資材・園芸用品／文房具・事務機器／文化・体育用品／衣類・繊維／広告用品／
調査・研究／企画製作／運送・旅行／整備／賃貸借（リース）／その他役務／

44 市内 一般社団法人空地・空家ゼロネットワーク 083-233-1310 山口県下関市東向山町１３番２６号
建物等保守管理／調査・研究／電気通信サービス／コンピュータサービス／企画製作／写真・製図
／その他役務／

45 市内 株式会社秋山組 083-246-2740 山口県下関市長府逢坂町９番３１号 建物等保守管理／廃棄物処理（収集・運搬・処分等）／

46 市内 有限会社アキラ 083-255-1415 山口県下関市武久町二丁目８１番１３号 資材・園芸用品／建物等保守管理／整備／

47 市外 有限会社アクアテクニカル 0836-67-0799 山口県宇部市大字矢矯３３２番地２ 建物等保守管理／

48 市外 アクアテック株式会社 047-394-4769 千葉県松戸市松飛台１５７番地２―１０１号 調査・研究／

49 市外 株式会社アクアテック関西営業所 0798-67-5752 兵庫県西宮市南昭和町７番２８号１０３ 庁舎等管理業務／建物等保守管理／調査・研究／その他役務／

50 市内 株式会社アクセス２１ 083-262-0391 山口県下関市大字綾羅木９４４番の１ 電気・精密機器／整備／

51 市外 アクティオ株式会社 03-6894-1350
東京都目黒区東山一丁目５番４号ＫＤＸ中目黒ビ
ル６階

庁舎等管理業務／建物等保守管理／企画製作／その他役務／
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№ 地域区分 商号又は名称 電話番号 所在地 参加希望業種(大分類）

52 市外 株式会社アクト・ビズ 092-935-4718 福岡県糟屋郡志免町南里三丁目１１番７号 調査・研究／

53 市内 株式会社アクロスコーポレーション 083-255-1471 山口県下関市山の田西町８番２号 庁舎等管理業務／

54 市外 株式会社アコード 06-6445-0557 大阪府大阪市西区京町堀一丁目１０番１４号 調査・研究／企画製作／写真・製図／その他役務／

55 準市内１
株式会社アサノ大成基礎エンジニアリング山
口営業所

083-249-2111 山口県下関市長府才川一丁目３１番２０号 調査・研究／その他役務／

56 市外 株式会社朝日広告社山口営業部 083-972-5660 山口県山口市小郡黄金町４ー３谷口ビル３Ｆ 企画製作／

57 市外 朝日航洋株式会社山口支店 083-976-0007 山口県山口市小郡黄金町１１番３１
文房具・事務機器／印刷製本／調査・研究／コンピュータサービス／写真・製図／賃貸借（リー
ス）／その他役務／

58 市内 朝日新聞下関販売株式会社 083-223-2364 山口県下関市椋野町二丁目１２番２８号 企画製作／運送・旅行／その他役務／

59 市外 株式会社旭製作所宇部オフィス 0836-62-5454 山口県宇部市大字善和５９１番地７
電気・精密機器／薬品・検査用品／文房具・事務機器／日用品／庁舎等管理業務／建物等保守管理
／調査・研究／

60 市外 株式会社アサヒテクノリサーチ山口営業所 0834-32-9259 山口県周南市今住町８番８号 庁舎等管理業務／調査・研究／

61 市内 朝日不動産鑑定事務所 080-5612-3606 山口県下関市阿弥陀寺町７番２５－１００１号 その他役務／

62 市外 アサヒプリテック株式会社北九州事業所 093-481-6050 福岡県北九州市門司区新門司三丁目８１番５号 その他物品／廃棄物処理（収集・運搬・処分等）／

63 市外 旭防災設備株式会社九州支店 092-437-2525 福岡県福岡市博多区東比恵三丁目１６番１４号 電気・精密機器／消防用品／庁舎等管理業務／建物等保守管理／調査・研究／

64 市外 アジア航測株式会社山口営業所 083-923-7474 山口県山口市神田町５番１１号
文房具・事務機器／印刷製本／調査・研究／電気通信サービス／コンピュータサービス／写真・製
図／賃貸借（リース）／その他役務／

65 市内 アシストサービス 083-249-5860 山口県下関市清末東町六丁目８０５番地２ 文房具・事務機器／衣類・繊維／

66 市外 株式会社明日葉 03-3452-3350
東京都港区芝四丁目１３番３号ＰＭＯ田町東１０
Ｆ

その他役務／

67 市内 有限会社あすか園 083-294-0879 山口県下関市安岡町二丁目１５番１０号 建物等保守管理／調査・研究／

68 市外 株式会社アスカクリエート福岡支店 092-406-3931 福岡県福岡市中央区天神一丁目１０番地２０ その他役務／
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69 市内 有限会社梓書店 083-232-4100 山口県下関市田中町８番１４号 文化・体育用品／

70 市外 株式会社梓設計九州支社 092-713-0311 福岡県福岡市中央区渡辺通五丁目２３番８号 企画製作／

71 準市内１ 株式会社アステム下関支店 083-253-0001 山口県下関市幡生宮の下町５番３１号 薬品・検査用品／文房具・事務機器／食料品／

72 市外
アズビル株式会社ビルシステムカンパニー中
四国支店

082-554-0700 広島県広島市東区光町一丁目１０番１９号 電気・精密機器／機械器具／庁舎等管理業務／

73 市外 株式会社東商店 0836-31-1155 山口県宇部市文京町８番１４号 食料品／

74 市外 株式会社麻生病院コンサルティング事業部 092-833-7754 福岡県飯塚市芳雄町７番１８号 調査・研究／その他役務／

75 市外
株式会社アソウ・ヒューマニーセンター山口
支店

083-973-8900 山口県山口市小郡高砂町２番１０号 庁舎等管理業務／建物等保守管理／調査・研究／コンピュータサービス／企画製作／その他役務／

76 市内 アタック 083-287-1140 山口県下関市菊川町大字下岡枝１６２番地の１ 文化・体育用品／運送・旅行／整備／

77 市内 アトしまつ・ゴミプロ処分場三国．ｊｐ 083-267-8549 山口県下関市大和町二丁目１４ 資材・園芸用品／その他物品／廃棄物処理（収集・運搬・処分等）／

78 市外 株式会社アド通信社西部本社 093-551-4581 福岡県北九州市小倉北区堺町一丁目３番１５号 広告用品／調査・研究／企画製作／

79 市内 株式会社ＡｐａＲＴｍｅｎｔＬＡＢ 083-250-9622 山口県下関市長府安養寺一丁目２番２３号 広告用品／企画製作／写真・製図／

80 市外 アビームコンサルティング株式会社 03-6700-8022 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号 調査・研究／コンピュータサービス／その他役務／

81 準市内２ 株式会社アプスシステム 083-974-4571 山口県山口市小郡花園町４番２号
電気・精密機器／資材・園芸用品／文房具・事務機器／広告用品／庁舎等管理業務／建物等保守管
理／賃貸借（リース）／その他役務／

82 市内 阿部土地家屋調査士事務所 083-277-0622 山口県下関市長府古城町７番２２号 その他役務／

83 市外 アマノ株式会社北九州支店 093-921-0407 福岡県北九州市小倉南区湯川二丁目９番２２号 電気・精密機器／機械器具／文房具・事務機器／建物等保守管理／コンピュータサービス／

84 市内 株式会社天野測量設計 083-256-3672 山口県下関市一の宮住吉二丁目８番５号 調査・研究／コンピュータサービス／企画製作／写真・製図／その他役務／

85 市外
アマノマネジメントサービス株式会社北九州
営業所

093-932-1110
福岡県北九州市小倉南区湯川二丁目９番２２号ア
マノ（株）北九州支店内３Ｆ

電気・精密機器／機械器具／文房具・事務機器／建物等保守管理／警備／
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86 市外 アライド・ブレインズ株式会社 03-3261-7431
東京都千代田区一ツ橋二丁目６番８トミービル
３．２階

調査・研究／電気通信サービス／コンピュータサービス／企画製作／その他役務／

87 準市内１ 株式会社荒谷建設コンサルタント下関事務所 083-262-1651 山口県下関市横野町二丁目１番２３号 調査・研究／コンピュータサービス／写真・製図／その他役務／

88 準市内１ 株式会社有明測量開発社下関営業所 083-251-2008 山口県下関市生野町一丁目５番１０号 調査・研究／コンピュータサービス／その他役務／

89 市内 アリーロ 083-242-4140 山口県下関市長府松小田中町１０－１ 庁舎等管理業務／建物等保守管理／廃棄物処理（収集・運搬・処分等）／その他役務／

90 市内 有限会社有瀬組 083-222-7657 山口県下関市神田町二丁目１８番１３号 建物等保守管理／警備／整備／

91 市内 アリフク印刷株式会社 083-785-0311 山口県下関市豊北町大字粟野４８９６番地の８ 文房具・事務機器／印刷製本／企画製作／

92 市外 株式会社アルカディア 050-5830-0750 大阪府箕面市箕面六丁目３番１号 電気・精密機器／文房具・事務機器／コンピュータサービス／賃貸借（リース）／

93 市内 アルギン株式会社 083-249-5006 山口県下関市川中本町二丁目３番１号 庁舎等管理業務／企画製作／その他役務／

94 準市内２ ＡＬＳＯＫあんしんケアサポート株式会社 03-3773-2021 東京都大田区山王一丁目３番５号 電気・精密機器／その他役務／

95 準市内１ ＡＬＳＯＫ山口株式会社下関支社 083-256-7805 山口県下関市大字石原３０３番地
電気・精密機器／薬品・検査用品／文房具・事務機器／車両関連／消防用品／庁舎等管理業務／警
備／賃貸借（リース）／その他役務／

96 市外 アルフォーインターナショナル株式会社 043-213-3698 千葉県千葉市美浜区中瀬二丁目６番地１ 企画製作／

97 市内 アロー印刷株式会社 083-223-1211 山口県下関市卸新町１０番地の３ 文房具・事務機器／文化・体育用品／印刷製本／調査・研究／企画製作／

98 市外 株式会社あんしんサポート 092-843-1881 福岡県福岡市城南区飯倉一丁目６番２５号 電気・精密機器／食料品／賃貸借（リース）／その他役務／

99 準市内２ 安全重機株式会社 0836-34-2179 山口県宇部市南浜町二丁目２番７号 電気・精密機器／機械器具／庁舎等管理業務／建物等保守管理／

100 市外
株式会社Ｅ．Ｓ　ＣＯＮＳＵＬＴＩＮＧ　Ｇ
ＲＯＵＰ

082-244-8328
広島県広島市中区大手町三丁目２番１９号パーソ
ンライフビル２Ｆ

その他役務／

101 市内 イーカミ株式会社 083-249-1122 山口県下関市長府扇町９番１５号 文房具・事務機器／日用品／広告用品／企画製作／

102 市内 イーグル興業株式会社 083-256-8330 山口県下関市一の宮本町二丁目２番２２号 衣類・繊維／日用品／広告用品／食料品／その他役務／
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103 市外 株式会社イージーエス 0897-37-1098 愛媛県新居浜市新田町三丁目１番３９号 廃棄物処理（収集・運搬・処分等）／

104 市外 株式会社Ｅ－ＳＹＳＴＥＭ広島支店 082-568-4404 広島県広島市東区光町二丁目１４番１６号 電気・精密機器／調査・研究／整備／

105 市外 株式会社イーセル 082-270-0358 広島県広島市西区井口五丁目６番４号 その他物品／

106 市内 イー・ティー・エス株式会社 083-232-7277 山口県下関市汐入町１番１８号 機械器具／資材・園芸用品／庁舎等管理業務／整備／

107 市外 株式会社イーディシー 092-716-3611 福岡県福岡市中央区港一丁目８番４号 調査・研究／コンピュータサービス／

108 市外 イー・メンテ株式会社 0827-53-5311 広島県大竹市北栄４番２１号 電気・精密機器／機械器具／薬品・検査用品／その他役務／

109 市外 株式会社イ・エス・エス九州営業所 092-980-5388 福岡県福岡市西区愛宕浜二丁目２番２－２０１ コンピュータサービス／その他役務／

110 市外 イオンディライト株式会社中四国支社 082-568-8500 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 庁舎等管理業務／警備／

111 市外 池上通信機株式会社大阪支店 06-6389-4466 大阪府吹田市広芝町９番６号 電気・精密機器／建物等保守管理／

112 準市内１ 池田興業株式会社下関支店 083-266-5451 山口県下関市彦島迫町五丁目１１番１４号 建物等保守管理／

113 市内 有限会社池田青果 083-256-0431 山口県下関市一の宮住吉三丁目２番１号 食料品／

114 市外 石垣メンテナンス株式会社中国支店 082-227-4431 広島県広島市中区鉄砲町８番１８号 機械器具／薬品・検査用品／衣類・繊維／整備／

115 市内 石川運送株式会社 083-245-0443 山口県下関市長府松小田本町１１番５号 企画製作／運送・旅行／

116 市内 石川鉄工有限会社 083-233-1661 山口県下関市上田中町二丁目２２番１８号 機械器具／資材・園芸用品／文化・体育用品／車両関連／建物等保守管理／整備／

117 市内 株式会社石金下関サービスセンター 083-231-8894 山口県下関市汐入町１番１８号 電気・精密機器／機械器具／庁舎等管理業務／

118 市内 有限会社石田貨物 083-772-0220 山口県下関市豊浦町大字川棚１５３４番地の１５ 運送・旅行／その他役務／

119 市内 株式会社イシダ電気工業所 083-268-9353 山口県下関市彦島田の首町一丁目６番１６号 庁舎等管理業務／
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120 市内 株式会社イシン 083-245-7777 山口県下関市長府中之町３番１２号
電気・精密機器／機械器具／消防用品／建物等保守管理／警備／調査・研究／企画製作／写真・製
図／整備／賃貸借（リース）／その他役務／

121 市内 泉菊印刷株式会社 083-248-3553 山口県下関市長府扇町８番４８号 広告用品／印刷製本／調査・研究／企画製作／

122 準市内１
いすゞ自動車中国四国株式会社山口支社下関
支店

083-248-4790 山口県下関市亀浜町９番５０号 車両関連／

123 市外 いすゞリーシングサービス株式会社営業本部 045-556-1033 神奈川県横浜市西区高島一丁目２番５号 賃貸借（リース）／

124 市内 株式会社イズナ産業 083-262-3470 山口県下関市富任町五丁目２番４号 庁舎等管理業務／廃棄物処理（収集・運搬・処分等）／

125 準市内１ 株式会社ヰセキ中四国下関営業所 083-287-2474 山口県下関市菊川町大字上田部字東が迫２ー１ 機械器具／

126 市外 市川甚商事株式会社 075-351-0361
京都府京都市下京区松原通堺町東入杉屋町２８７
番地

衣類・繊維／日用品／消防用品／

127 市内 イチサン工業株式会社 083-256-6308 山口県下関市秋根本町一丁目３番６号 調査・研究／企画製作／写真・製図／その他役務／

128 市内 いちたけ行政書士法務事務所 090-4651-0841
山口県下関市秋根本町二丁目１０番１０－５０５
号

企画製作／その他役務／

129 市外
一冨士フードサービス株式会社中国・四国支
社

086-235-5610 岡山県岡山市北区下石井二丁目１番３号 その他役務／

130 市内 有限会社市村自動車整備工場 083-772-1311 山口県下関市豊浦町大字川棚字石塔１４７７の２ 車両関連／整備／

131 準市内１ いであ株式会社下関営業所 083-267-5535 山口県下関市彦島本村町三丁目４番５号 調査・研究／

132 市外 イデアパートナーズ株式会社 092-739-6080 福岡県福岡市中央区天神四丁目２番３６号 調査・研究／企画製作／その他役務／

133 市外 出光グリーンパワー株式会社 03-6870-6553 東京都千代田区大手町一丁目２番１号 その他物品／

134 市内 株式会社伊藤精肉店 083-231-2983 山口県下関市幸町１３番２０号 食料品／

135 市外 伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社 03-3662-5393 東京都中央区日本橋大伝馬町１番４号 庁舎等管理業務／建物等保守管理／

136 市外
伊藤忠テクノソリューションズ株式会社中四
国営業部

082-568-7120
広島県広島市東区若草町１２－１アクティブイン
ターシティ広島

電気・精密機器／文房具・事務機器／コンピュータサービス／賃貸借（リース）／
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137 市外 株式会社イトオ楽器店 0836-83-2527 山口県山陽小野田市セメント町２番１号 文化・体育用品／整備／

138 市内 有限会社井上畳店 083-282-0686 山口県下関市小月茶屋二丁目８番２８号 資材・園芸用品／

139 市内 井上土地家屋調査士事務所 083-282-0627 山口県下関市王喜本町三丁目７番３号 写真・製図／その他役務／

140 市内 株式会社いのけん 083-782-1125 山口県下関市豊北町大字北宇賀２８６３番地 広告用品／建物等保守管理／廃棄物処理（収集・運搬・処分等）／調査・研究／

141 市外 株式会社猪原商会山口営業所 083-972-5180 山口県山口市小郡下郷３０３番地３９ 電気・精密機器／薬品・検査用品／整備／

142 準市内２ 株式会社イマナガ’ 093-481-5097 福岡県北九州市門司区新門司三丁目３８番２号 廃棄物処理（収集・運搬・処分等）／

143 市内 有限会社伊村清掃 083-258-4733 山口県下関市横野町四丁目２番２３号 廃棄物処理（収集・運搬・処分等）／

144 市内 株式会社入江歯科商店 083-223-7288 山口県下関市宮田町二丁目１６番１２号 薬品・検査用品／

145 市外 株式会社医療開発研究所 03-3458-8561
東京都港区港南二丁目５番３号オリックス品川ビ
ル３階

調査・研究／その他役務／

146 市外 有限会社医療事務研究会 093-511-1430
福岡県北九州市小倉北区浅野三丁目８番１号ＡＩ
Ｍビル４階

その他役務／

147 準市内１ イワタニ山陽株式会社下関支店 083-242-1700 山口県下関市王司上町２丁目５－７ 機械器具／燃料類／

148 市外 株式会社岩多屋山口支店 083-973-1744 山口県山口市小郡上郷３５４１番地３ 電気・精密機器／資材・園芸用品／衣類・繊維／日用品／賃貸借（リース）／その他役務／

149 市外 株式会社インソース九州支社 092-260-7001
福岡県福岡市博多区東公園二丁目１７番インソー
ス九州ビル

コンピュータサービス／企画製作／その他役務／

150 市外 インタージャム株式会社 092-557-1888
福岡県福岡市南区野間一丁目１１番２５号新松嵜
ビル２Ｆ

調査・研究／企画製作／写真・製図／その他役務／

151 市外 株式会社インタラック西日本 093-513-7230 福岡県北九州市小倉北区浅野二丁目１７番３８号 コンピュータサービス／企画製作／その他役務／

152 市外
株式会社インテック行政システム事業本部
西日本公共ソリューション部

050-1702-0476
大阪府大阪市中央区久太郎町一丁目６番２９号
フォーキャスト堺筋本町ビル

文房具・事務機器／コンピュータサービス／賃貸借（リース）／

153 市外 株式会社インフォマティクス大阪営業所 06-6633-0803 大阪府大阪市浪速区難波中二丁目１０番７０号 文房具・事務機器／コンピュータサービス／賃貸借（リース）／
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154 市外 株式会社ウィット 072-668-3275 大阪府高槻市城北町一丁目１４ー１７ー５０１ その他物品／企画製作／

155 市外 株式会社ウェーブ２１ 03-5651-8821 東京都中央区東日本橋三丁目４番１４号
電気・精密機器／文房具・事務機器／日用品／広告用品／消防用品／庁舎等管理業務／建物等保守
管理／警備／賃貸借（リース）／その他役務／

156 市内 株式会社植剛 083-774-1600 山口県下関市豊浦町大字吉永１３９６番地４ 建物等保守管理／調査・研究／その他役務／

157 市外 株式会社ウェザーニューズ 043-274-5590
千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目３番地幕張テクノ
ガーデン

電気通信サービス／

158 市内 株式会社ウエスギ 083-222-3226 山口県下関市卸新町９番地の１ 文房具・事務機器／印刷製本／企画製作／賃貸借（リース）／

159 市外 株式会社ウエスコ山口支店 083-932-5923 山口県山口市穂積町１番地２ 調査・研究／コンピュータサービス／写真・製図／その他役務／

160 市外 ウエストロー・ジャパン株式会社 03-4520-1200 東京都港区西新橋三丁目１６番１１号 電気通信サービス／コンピュータサービス／

161 市内 有限会社上野ホームサービス 083-235-5737 山口県下関市大坪本町４５番１２号 建物等保守管理／調査・研究／

162 市外 株式会社ウェルウェル 082-277-7719 広島県広島市西区商工センター三丁目４番２５号
文房具・事務機器／印刷製本／調査・研究／コンピュータサービス／企画製作／賃貸借（リース）
／その他役務／

163 市外 株式会社ウェルキッズ 03-5537-7450
東京都港区新橋一丁目１６番４号りそな新橋ビル
６Ｆ

文房具・事務機器／調査・研究／コンピュータサービス／企画製作／賃貸借（リース）／

164 市外 株式会社ウェルクル九州・中国支部 092-409-6270
福岡県福岡市博多区博多駅東１丁目１４―２５新
幹線ビル２号館７Ｆ

電気・精密機器／薬品・検査用品／文化・体育用品／コンピュータサービス／賃貸借（リース）／
その他役務／

165 市外 株式会社ウォーターテック広島営業所 082-264-0773 広島県広島市東区二葉の里一丁目１番７２号 建物等保守管理／調査・研究／

166 市外 株式会社ウォーターワークス 092-558-5711 福岡県福岡市博多区春町１丁目６番１－３１０号 調査・研究／

167 市外 ウオクニ株式会社 078-801-7755 兵庫県神戸市灘区船寺通四丁目５番１６号 その他役務／

168 市内 有限会社内海建設 083-782-1782 山口県下関市豊北町大字滝部９００番地 建物等保守管理／

169 市内 打越事務所 083-255-1008 山口県下関市三河町１５番２０号 その他役務／

170 市外 内田工業株式会社 052-352-1795 愛知県名古屋市中川区好本町三丁目６７番地 文化・体育用品／整備／

Page 10/104



下関市物品・役務競争入札参加有資格者名簿
（五十音順）

№ 地域区分 商号又は名称 電話番号 所在地 参加希望業種(大分類）

171 市外 株式会社ウチダテクノ 03-5657-4070 東京都中央区新川一丁目１０番１４号
文房具・事務機器／文化・体育用品／広告用品／建物等保守管理／コンピュータサービス／企画製
作／

172 市外 株式会社内田洋行営業統括グループ 03-5634-6634 東京都江東区東陽ニ丁目３番２５号
文房具・事務機器／文化・体育用品／コンピュータサービス／企画製作／賃貸借（リース）／その
他役務／

173 市内 有限会社内野建設興業 083-253-0535 山口県下関市宝町１４番３号 建物等保守管理／調査・研究／

174 市内 社会福祉法人内日福祉会 083-289-5454 山口県下関市大字植田字弥次郎１３９８番地１ 庁舎等管理業務／建物等保守管理／

175 市外 株式会社宇部ケイキ 0836-33-2224 山口県宇部市東本町一丁目１番１０号 電気・精密機器／薬品・検査用品／文化・体育用品／庁舎等管理業務／整備／

176 準市内１ 株式会社宇部建設コンサルタント下関営業所 083-248-6423 山口県下関市長府扇町１２番２２号 調査・研究／写真・製図／その他役務／

177 市外
宇部興産株式会社建設資材カンパニー資源リ
サイクル事業部

0836-35-2813 山口県宇部市大字小串１９７８番地の２ 廃棄物処理（収集・運搬・処分等）／

178 準市内１ 宇部興産コンサルタント株式会社下関営業所 083-266-6551 山口県下関市彦島向井町二丁目５番１７号
庁舎等管理業務／廃棄物処理（収集・運搬・処分等）／調査・研究／コンピュータサービス／写
真・製図／その他役務／

179 準市内１
株式会社宇部セントラルコンサルタント下関
営業所

083-245-2526 山口県下関市長府松小田西町１番１２号 調査・研究／コンピュータサービス／写真・製図／

180 準市内１ 海井医科器械株式会社下関営業所 083-250-7722 山口県下関市川中豊町二丁目６番３９号 機械器具／薬品・検査用品／車両関連／衣類・繊維／消防用品／賃貸借（リース）／

181 市内 梅田クリーン工業株式会社 083-252-7761 山口県下関市武久町二丁目６番３号 庁舎等管理業務／建物等保守管理／廃棄物処理（収集・運搬・処分等）／整備／

182 市内 有限会社梅田建設 083-772-0143 山口県下関市豊浦町大字川棚１５７０番地 建物等保守管理／

183 市内 梅田商会株式会社 083-248-0538 山口県下関市長府才川一丁目４３番７１号 その他物品／

184 市外 株式会社エイジェック北九州オフィス 093-521-0740 福岡県北九州市小倉北区米町二丁目１番２号 庁舎等管理業務／建物等保守管理／調査・研究／コンピュータサービス／企画製作／その他役務／

185 市外 栄食メディックス株式会社 092-437-8714 福岡県福岡市博多区博多駅前四丁目１番１号 食料品／その他役務／

186 市内 株式会社栄伸 083-248-3551 山口県下関市長府扇町４番４６号 庁舎等管理業務／

187 市外 株式会社衛生センター 086-245-6055 岡山県岡山市南区福吉町３１番２４号 廃棄物処理（収集・運搬・処分等）／
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188 市外 株式会社映像システム福岡営業所 092-476-3177
福岡県福岡市博多区博多駅南一丁目２番１５号事
務機ビル

電気・精密機器／建物等保守管理／

189 市外 株式会社映像ボックス 093-551-2277 福岡県北九州市小倉北区馬借二丁目２番４号 企画製作／

190 市外 株式会社ＨＥＲ山口営業所 083-976-4667 山口県山口市小郡山手上町２３番地５ 庁舎等管理業務／調査・研究／

191 市外
株式会社ＨＹＳエンジニアリングサービス中
国支店

082-262-5932 広島県広島市東区光町一丁目１０番１９号 電気・精密機器／建物等保守管理／

192 市外 株式会社エイト日本技術開発山口支店 083-924-3277 山口県山口市旭通り一丁目１０番１０号 調査・研究／電気通信サービス／コンピュータサービス／

193 市内 エイブイ下関 083-255-3261 山口県下関市三河町９番１９号 電気・精密機器／

194 市外 株式会社エイム 0836-39-6100 山口県宇部市大字西岐波１１７３番地１４７ 文房具・事務機器／コンピュータサービス／企画製作／写真・製図／賃貸借（リース）／

195 市内 株式会社エイワ 083-263-3220 山口県下関市伊倉東町４番２３号 庁舎等管理業務／警備／その他役務／

196 市外 株式会社エー・エム・エス 0836-37-0890 山口県宇部市常盤町一丁目２番３号 薬品・検査用品／

197 市外 株式会社Ａ－ｃｏｍｍｅｒｃｅ 03-3479-8145 東京都港区赤坂九丁目７番２号 企画製作／その他役務／

198 市外 株式会社エース・ウォーター北九州営業所 093-513-7155 福岡県北九州市小倉北区紺屋町４番６号 電気・精密機器／機械器具／資材・園芸用品／

199 市外 エームサービス株式会社 03-6234-7500 東京都港区赤坂二丁目２３番１号 その他役務／

200 市外 エクノス株式会社 092-431-0090 福岡県福岡市博多区山王二丁目２番１９号 電気・精密機器／機械器具／資材・園芸用品／燃料類／広告用品／消防用品／

201 市外 エコー電子工業株式会社本社 092-471-0848 福岡県福岡市博多区東比恵三丁目１番２号
建物等保守管理／廃棄物処理（収集・運搬・処分等）／電気通信サービス／コンピュータサービス
／

202 市内 株式会社エコプラン 083-250-3700 山口県下関市綾羅木本町七丁目１７番１３号 庁舎等管理業務／廃棄物処理（収集・運搬・処分等）／警備／

203 市外 株式会社エコロサポート 092-963-2290 福岡県福津市舎利蔵字大門田２６８番地 廃棄物処理（収集・運搬・処分等）／

204 市外 株式会社エスアールエル’ 03-6279-0939 東京都新宿区西新宿二丁目１番１号 薬品・検査用品／その他役務／
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205 市外 ＳＦＩリーシング株式会社 03-4360-8540 東京都千代田区一ツ橋二丁目１番１号 賃貸借（リース）／

206 市外 ＳＭＧコンサルタント株式会社 083-921-8887 山口県山口市道場門前二丁目５番１１号
電気・精密機器／文房具・事務機器／文化・体育用品／建物等保守管理／調査・研究／コンピュー
タサービス／企画製作／写真・製図／その他役務／

207 市内 ＳＫファシリティーズ株式会社 083-228-0778 山口県下関市竹崎町四丁目６番８号 庁舎等管理業務／廃棄物処理（収集・運搬・処分等）／

208 市内 株式会社Ｓ．ダイセイ 083-267-6657 山口県下関市彦島迫町三丁目９番１７号 庁舎等管理業務／建物等保守管理／

209 市外 株式会社エスティ環境設計研究所 092-271-3606 福岡県福岡市博多区須崎町１２番８号 調査・研究／

210 市外 ＳＢテクノロジー株式会社 03-6892-3050 東京都新宿区新宿六丁目２７番３０号
電気・精密機器／文房具・事務機器／調査・研究／電気通信サービス／コンピュータサービス／企
画製作／賃貸借（リース）／

211 市外 株式会社ＳＰフォーラム 03-6259-1800 東京都千代田区丸の内三丁目４番１号 企画製作／

212 市外 株式会社エスプレス大分 097-569-2482 大分県大分市大字下郡字向新地３７２０番地の１ 廃棄物処理（収集・運搬・処分等）／

213 市外 株式会社ＳＹオフィス 075-353-5575
京都府京都市下京区東洞院通五条上る深草町５８
６番地１ＡＤ・ＣＯＭＢＬＤＧ３階東

その他役務／

214 市内 有限会社エヌ・アルファ 083-253-8221 山口県下関市川中豊町二丁目７番１０号 日用品／庁舎等管理業務／調査・研究／企画製作／その他役務／

215 市内 ＮＥコンサル株式会社 083-223-1455 山口県下関市椋野町一丁目１８番４３－１０１号 資材・園芸用品／薬品・検査用品／建物等保守管理／コンピュータサービス／整備／

216 市外 株式会社エヌ・イーサポート周南営業所 0834-21-4505 山口県周南市飯島町一丁目２２番 庁舎等管理業務／調査・研究／

217 市外 ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社’ 082-512-1380 広島県広島市中区八丁堀１６番１１号 コンピュータサービス／賃貸借（リース）／

218 市外
ＮＥＣソリューションイノベータ株式会社営
業統括本部

03-5534-2625 東京都江東区新木場一丁目１８番７号
文房具・事務機器／調査・研究／電気通信サービス／コンピュータサービス／企画製作／その他役
務／

219 市外 ＮＥＣネッツエスアイ株式会社山口営業所 083-973-6070 山口県山口市小郡高砂町１番８号 電気・精密機器／文房具・事務機器／建物等保守管理／

220 準市内２ ＮＥＣフィールディング株式会社山口支店 050-3146-2940 山口県山口市小郡御幸町４番９号 電気・精密機器／文房具・事務機器／消防用品／

221 市外 ＮＥＣプラットフォームズ株式会社中国支店 082-541-2211
広島県広島市中区小町３丁目２５番地　三共広島
ビル

電気・精密機器／薬品・検査用品／文房具・事務機器／庁舎等管理業務／建物等保守管理／電気通
信サービス／コンピュータサービス／整備／賃貸借（リース）／その他役務／
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222 市外 株式会社ＮＡＣ 0835-21-6620 山口県防府市新橋町１番３２号 文化・体育用品／建物等保守管理／企画製作／整備／その他役務／

223 市外 エヌエス環境株式会社山口営業所 083-974-0171 山口県山口市小郡大江町７番２５号１０１号 調査・研究／整備／

224 市外 株式会社ＮＸワンビシアーカイブズ九州支店 092-518-1144 福岡県福岡市博多区下呉服町１番１号 文房具・事務機器／電気通信サービス／コンピュータサービス／その他役務／

225 市外 株式会社エヌケーエス 06-6396-7414 大阪府大阪市淀川区新高一丁目８番１７号 電気・精密機器／機械器具／調査・研究／整備／

226 市内 株式会社ＮＫ電気設備 083-257-1542 山口県下関市秋根北町６番３９号 電気・精密機器／庁舎等管理業務／建物等保守管理／整備／

227 準市内１ 株式会社ＮＪＳ山口出張所 083-263-2566 山口県下関市一の宮住吉二丁目８番５号 調査・研究／コンピュータサービス／

228 市外 株式会社エヌジェーシー福岡支社 092-414-5511 福岡県福岡市博多区博多駅東二丁目２番２号
電気・精密機器／庁舎等管理業務／建物等保守管理／調査・研究／運送・旅行／賃貸借（リース）
／その他役務／

229 準市内１
株式会社エヌティーエー旅行シーモール下関
支店

083-227-3144 山口県下関市竹崎町四丁目４番８号 運送・旅行／

230 市外 ＮＤＳデータソリューションズ株式会社 092-273-2210 福岡県福岡市博多区石城町１番１号 コンピュータサービス／

231 市外 株式会社ＮＤＫＣＯＭ 095-824-3511 長崎県長崎市栄町５番１１号 文房具・事務機器／コンピュータサービス／賃貸借（リース）／

232 市外 ＮＴＴーＡＴエムタック株式会社 03-3350-5171 東京都新宿区西新宿三丁目２０番２号 文房具・事務機器／コンピュータサービス／

233 市外
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株
式会社中国支社

082-544-1695 広島県広島市中区大手町四丁目１番８号
電気・精密機器／文房具・事務機器／調査・研究／電気通信サービス／コンピュータサービス／企
画製作／賃貸借（リース）／

234 市外 ＮＴＴタウンページ株式会社 03-5776-4100 東京都港区虎ノ門三丁目８番８号 調査・研究／コンピュータサービス／その他役務／

235 市外 ＮＴＴ・ＴＣリース株式会社中国支店 082-542-7700 広島県広島市中区立町２番２７号 賃貸借（リース）／

236 市外 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 03-5546-8202 東京都江東区豊洲三丁目３番３号 電気通信サービス／コンピュータサービス／その他役務／

237 市外
エヌ・ティ・ティ・データ・カスタマサービ
ス株式会社中国支社

082-252-3306 広島県広島市南区比治山本町１１番２０号 電気・精密機器／機械器具／文房具・事務機器／コンピュータサービス／賃貸借（リース）／

238 市外 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ関西 050-5545-3225 大阪府大阪市北区堂島三丁目１番２１号 コンピュータサービス／賃貸借（リース）／
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239 市外 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ中国 082-252-3232 広島県広島市南区比治山本町１１番２０号
電気・精密機器／文房具・事務機器／調査・研究／電気通信サービス／コンピュータサービス／企
画製作／賃貸借（リース）／その他役務／

240 市外 株式会社ＮＴＴドコモ中国支社山口支店 083-901-2112 山口県山口市熊野町１番１５号
電気・精密機器／文房具・事務機器／調査・研究／電気通信サービス／コンピュータサービス／賃
貸借（リース）／

241 市外
ＮＴＴビジネスソリューションズ株式会社山
口ビジネス営業部

083-901-6022 山口県山口市熊野町４番５号
電気・精密機器／文房具・事務機器／電気通信サービス／コンピュータサービス／賃貸借（リー
ス）／

242 市外 株式会社ＮＴＴファシリティーズ中国支店 082-222-5111 広島県広島市中区東白島町１４－１５ 電気・精密機器／機械器具／

243 市外
株式会社ＮＴＴマーケティングアクトＰｒｏ
ＣＸ’

06-6948-5263 大阪府大阪市都島区東野田町四丁目１５番８２号 庁舎等管理業務／調査・研究／コンピュータサービス／企画製作／その他役務／

244 市外 ＮＤネットサービス有限会社 072-229-5252 大阪府堺市堺区神南辺町二丁９０番地５ 庁舎等管理業務／建物等保守管理／調査・研究／その他役務／

245 市外 エネサーブ株式会社 077-543-6330 滋賀県大津市月輪二丁目１９番６号 その他物品／

246 市外 株式会社エネット 03-5733-2233 東京都港区芝公園二丁目６番３号 その他物品／

247 市外 株式会社エネルギア・コミュニケーションズ 082-247-8511 広島県広島市中区大手町二丁目１１番１０号
電気・精密機器／機械器具／文房具・事務機器／電気通信サービス／コンピュータサービス／賃貸
借（リース）／

248 市外
株式会社エネルギア・ソリューション・アン
ド・サービス

082-577-0027 広島県広島市中区大手町三丁目７番５号 その他物品／

249 市外 荏原実業株式会社広島事務所 082-263-6450 広島県広島市東区東蟹屋町１５番３号 電気・精密機器／機械器具／薬品・検査用品／庁舎等管理業務／建物等保守管理／

250 市外 株式会社荏原製作所中国支社 082-554-5011 広島県広島市西区中広町三丁目２５番１号 電気・精密機器／機械器具／資材・園芸用品／車両関連／建物等保守管理／整備／

251 市外 株式会社荏原電産九州営業所 092-415-8381
福岡県福岡市博多区美野島１丁目２番地８号ＮＴ
ビル５階

電気・精密機器／機械器具／庁舎等管理業務／建物等保守管理／電気通信サービス／コンピュータ
サービス／

252 市外 荏原冷熱システム株式会社九州支店 092-622-0240 福岡県糟屋郡粕屋町仲原２６４８ 庁舎等管理業務／

253 準市内１ 株式会社エバルス営業本部下関支店 083-256-2666 山口県下関市大字石原１４７番地１
電気・精密機器／薬品・検査用品／文房具・事務機器／衣類・繊維／食料品／賃貸借（リース）／
その他役務／

254 準市内１ 株式会社ヱビス商会下関営業所 083-263-3033 山口県下関市一の宮町四丁目４番２７号 電気・精密機器／機械器具／資材・園芸用品／

255 市内 有限会社エフェクト 083-233-0007 山口県下関市卸新町１２番３号 電気・精密機器／広告用品／建物等保守管理／企画製作／その他役務／
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256 市外 ＦＬＣＳ株式会社中国支店 082-207-0296 広島県広島市中区大手町二丁目７番１０号 コンピュータサービス／賃貸借（リース）／

257 市外 株式会社エフォートシステム 082-503-6222 広島県広島市中区舟入川口町２１番７号 電気・精密機器／建物等保守管理／

258 市外 エフビットコミュニケーションズ株式会社 075-672-4111 京都府京都市南区東九条室町２３番地 その他物品／

259 市内 有限会社エブリ・ワン 083-267-8399 山口県下関市彦島福浦町三丁目５番２１号 建物等保守管理／

260 市内 ＭＨＩ下関エンジニアリング株式会社 083-267-1903 山口県下関市彦島江の浦町六丁目１６番１号 整備／

261 市内 株式会社エムエコー 090-4650-7757 山口県下関市彦島江の浦町二丁目２１番１３号
資材・園芸用品／文化・体育用品／広告用品／調査・研究／企画製作／賃貸借（リース）／その他
役務／

262 市外 エム・シー・ヘルスケア株式会社 03-5781-7808 東京都港区港南二丁目１６番１号
電気・精密機器／薬品・検査用品／文房具・事務機器／衣類・繊維／日用品／調査・研究／整備／
その他役務／

263 市外 株式会社エム・システム技研 06-6659-8203 大阪府大阪市西成区南津守五丁目２番５５号 電気・精密機器／

264 市外 ＭＰアグロ株式会社山口支店 083-989-5551 山口県山口市江崎２９１９－１ 薬品・検査用品／

265 市外 株式会社えむぼま 089-974-2297 愛媛県松山市余戸中四丁目５番４３号 電気・精密機器／コンピュータサービス／その他役務／

266 市外 株式会社ＬＳＩメディエンス 03-5577-0601 東京都千代田区内神田一丁目１３番４号 その他役務／

267 市外 株式会社エルコムジャパン 092-260-8768 福岡県福岡市博多区東比恵三丁目３１番１１号 機械器具／文房具・事務機器／賃貸借（リース）／

268 市外 株式会社ＥＮＪＥＣ 092-561-8716 福岡県福岡市南区長丘三丁目１番１８号 調査・研究／

269 市外 尾家産業株式会社北九州営業所 093-591-9001 福岡県北九州市小倉北区西港町６２－１ 食料品／

270 市外 扇精光ソリューションズ株式会社 095-839-2111 長崎県長崎市田中町５８５番地５ 文房具・事務機器／コンピュータサービス／賃貸借（リース）／

271 準市内２ 株式会社旺計社 093-571-1281 福岡県北九州市小倉北区西港町９０番地の７ 電気・精密機器／機械器具／廃棄物処理（収集・運搬・処分等）／整備／

272 市外 応用地質株式会社山口営業所 083-973-2953 山口県山口市小郡緑町４番２７号
電気・精密機器／建物等保守管理／調査・研究／電気通信サービス／コンピュータサービス／写
真・製図／その他役務／
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273 市外 株式会社オーイーシー 097-537-1212 大分県大分市東春日町１７番５７号 文房具・事務機器／コンピュータサービス／その他役務／

274 市内 オオイシ自動車 083-287-0201 山口県下関市菊川町下岡枝３６１ 車両関連／

275 準市内２ オーカ装置工業株式会社 0836-33-5555 山口県宇部市相生町５番１１号 電気・精密機器／庁舎等管理業務／

276 市外 株式会社オークス 03-3320-4880 東京都渋谷区代々木二丁目７番７号 コンピュータサービス／その他役務／

277 市内 大久保本店 083-222-1419 山口県下関市貴船町一丁目３番６号 文化・体育用品／衣類・繊維／日用品／広告用品／企画製作／

278 市外 大阪ガスセキュリティサービス株式会社 06-6306-2061 大阪府大阪市淀川区十三本町三丁目６番３５号 電気・精密機器／建物等保守管理／警備／その他役務／

279 市外 大崎データテック株式会社福岡営業所 092-524-8361 福岡県福岡市中央区白金二丁目１１番９号 文房具・事務機器／コンピュータサービス／

280 市外 株式会社大嶋商会 0827-21-5111 山口県岩国市麻里布町一丁目８番３３号 車両関連／消防用品／

281 市外 株式会社オーシャンテック 0833-44-1511 山口県下松市美里町三丁目２４番１１号 電気・精密機器／建物等保守管理／企画製作／写真・製図／賃貸借（リース）／

282 市外 株式会社オーシャン漏水研究所 0994-43-9859 鹿児島県鹿屋市川西町４２６２番地３ 調査・研究／

283 市内 有限会社大田建設 083-223-5643 山口県下関市石神町２番１２号 建物等保守管理／

284 市内 大田造船株式会社 083-266-4435 山口県下関市彦島江の浦町六丁目１番１８号 車両関連／整備／

285 市外 大塚オーミ陶業株式会社西日本支店 06-6943-6695 大阪府大阪市中央区大手通３丁目２番２１号 資材・園芸用品／広告用品／企画製作／その他役務／

286 市外 株式会社大塚商会九州支店 092-476-6001
福岡県福岡市博多区博多駅前二丁目１９番２４号
大博センタービル８階

電気・精密機器／機械器具／文房具・事務機器／コンピュータサービス／企画製作／

287 市内 株式会社大津屋 083-258-1101 山口県下関市横野町二丁目１６番１２号 食料品／

288 市内 株式会社大西電業 083-227-2179 山口県下関市宝町２番２号
電気・精密機器／機械器具／資材・園芸用品／薬品・検査用品／文房具・事務機器／衣類・繊維／
日用品／庁舎等管理業務／建物等保守管理／企画製作／整備／

289 市外 オオノ開發株式会社 089-976-1234 愛媛県松山市北梅本町甲１８４番地 廃棄物処理（収集・運搬・処分等）／
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290 市外 株式会社オオバ山口営業所 083-972-5054 山口県山口市小郡高砂町３番２４号 調査・研究／コンピュータサービス／写真・製図／その他役務／

291 市内 株式会社大庭工務店 083-267-2111 山口県下関市彦島弟子待町三丁目１番２０号 建物等保守管理／企画製作／

292 市外 株式会社オープンループパートナーズ 03-5368-3187 東京都新宿区新宿四丁目３番１７号 その他役務／

293 市外 大村印刷株式会社宇部営業所 0836-39-5939 山口県宇部市小松原町２ー９ー１９ 印刷製本／企画製作／

294 市内 大村産業建設株式会社 083-223-8151 山口県下関市向洋町三丁目２番１２号 廃棄物処理（収集・運搬・処分等）／

295 市内 有限会社岡﨑建設 083-776-0145 山口県下関市豊浦町大字宇賀４８０７番地 資材・園芸用品／庁舎等管理業務／建物等保守管理／調査・研究／企画製作／

296 市内 有限会社岡﨑工業所 083-223-8092 山口県下関市椋野町一丁目２１番２０号 建物等保守管理／廃棄物処理（収集・運搬・処分等）／調査・研究／

297 市内 有限会社オカダ工房 083-256-3575 山口県下関市一の宮学園町１７番４号 衣類・繊維／日用品／広告用品／企画製作／

298 市内 オカフジ 083-766-0271 山口県下関市豊田町大字矢田４２９番地６ 資材・園芸用品／庁舎等管理業務／建物等保守管理／整備／

299 市外 株式会社オカムラ 0964-33-0131 熊本県宇城市松橋町久具１９４８番地１ 庁舎等管理業務／

300 市外 岡村工業株式会社 083-901-7770 山口県山口市駅通り二丁目５番１１号
電気・精密機器／文房具・事務機器／文化・体育用品／建物等保守管理／廃棄物処理（収集・運
搬・処分等）／調査・研究／コンピュータサービス／企画製作／写真・製図／賃貸借（リース）／
その他役務／

301 市外 岡谷精立工業株式会社 03-6812-0201 東京都足立区千住緑町一丁目１８番１号 機械器具／整備／

302 準市内１ 岡山県貨物運送株式会社下関営業所 083-248-3501 山口県下関市長府才川一丁目４３番８１号 廃棄物処理（収集・運搬・処分等）／運送・旅行／

303 市外 ＯＫＩクロステック株式会社中国支社 082-871-2700 広島県広島市安佐南区祇園二丁目９番３１号 電気・精密機器／文房具・事務機器／建物等保守管理／賃貸借（リース）／

304 市内 株式会社沖潮綜研事務所 083-233-1310 山口県下関市東向山町１３番２６号 調査・研究／写真・製図／その他役務／

305 市内 沖潮土地家屋調査士事務所 083-233-1310 山口県下関市東向山町１３番２６号 調査・研究／写真・製図／その他役務／

306 市外 沖電気工業株式会社中国支社 082-221-2211 広島県広島市中区鉄砲町８番１８号
電気・精密機器／文房具・事務機器／建物等保守管理／コンピュータサービス／賃貸借（リース）
／
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307 市外 株式会社オキローボ福岡支社 092-883-4277 福岡県福岡市西区姪の浜一丁目２１番２１号 調査・研究／

308 市外 奥アンツーカ株式会社西日本支店 092-501-0301 福岡県福岡市博多区板付六丁目３番２４号 資材・園芸用品／文化・体育用品／建物等保守管理／

309 市内 株式会社落合商会 083-223-4361 山口県下関市細江町一丁目２番７号
電気・精密機器／機械器具／資材・園芸用品／薬品・検査用品／文房具・事務機器／車両関連／燃
料類／日用品／庁舎等管理業務／コンピュータサービス／企画製作／整備／

310 市内 有限会社お茶の赤星園 083-252-2546 山口県下関市幡生宮の下町２８番８号 食料品／

311 市外 音伍繊維工業株式会社山口支店 083-924-0348 山口県山口市大殿大路字鳥井１５５ 車両関連／衣類・繊維／広告用品／消防用品／

312 市内 小門造船鉄工株式会社 083-232-3000 山口県下関市伊崎町二丁目１３番３４号 整備／

313 市外 株式会社乙媛印刷社山口営業所 0836-33-8780 山口県宇部市寿町一丁目２－２６ 印刷製本／写真・製図／

314 市内 株式会社尾中塗装店 083-223-3319 山口県下関市元町８番２５号 整備／

315 市内 鬼塚建設株式会社 083-252-4021 山口県下関市武久町二丁目２６番３８号 建物等保守管理／

316 市内 株式会社オフィスｅｎ 083-254-5582
山口県下関市綾羅木本町二丁目２番２２－５０１
号

企画製作／その他役務／

317 市内 おふぃす・みゅー 083-252-0494 山口県下関市古屋町一丁目１５番２号 その他役務／

318 市外 株式会社オプテージ 06-7501-8474 大阪府大阪市中央区城見二丁目１番５号 調査・研究／コンピュータサービス／賃貸借（リース）／その他役務／

319 市外 株式会社オペレーションサービス 06-6190-3030 大阪府吹田市豊津町１１番３４号
電気・精密機器／機械器具／文房具・事務機器／コンピュータサービス／企画製作／写真・製図／
整備／賃貸借（リース）／その他役務／

320 市内 株式会社オペロン 083-256-6701 山口県下関市一の宮学園町１８番１３号
電気・精密機器／文房具・事務機器／庁舎等管理業務／建物等保守管理／電気通信サービス／コン
ピュータサービス／企画製作／その他役務／

321 市外 Ｏｒｉｅｎｔａｌ株式会社 092-432-2015
福岡県福岡市博多区博多駅中央街８番２７号１１
０３号室

企画製作／運送・旅行／その他役務／

322 市外 オリエンタル機電株式会社 06-6251-3415 大阪府大阪市中央区南船場四丁目６番１０号 電気・精密機器／機械器具／整備／その他役務／

323 市外
株式会社オリエンタルコンサルタンツ山口事
務所

083-974-1850 山口県山口市小郡下郷８６０番６号 電気・精密機器／建物等保守管理／調査・研究／コンピュータサービス／企画製作／
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324 市外 オリックス・レンテック株式会社 03-3473-7561
東京都品川区北品川五丁目５番１５号大崎ブライ
トコア

電気・精密機器／賃貸借（リース）／

325 市外 オリファサービス債権回収株式会社 03-6233-3480 東京都新宿区大久保一丁目３番２１号 その他役務／

326 市外 オンリー株式会社 0977-67-8022 大分県別府市大字内竈３３０番地 食料品／

327 市内 有限会社海技団 083-286-7234 山口県下関市吉見古宿町２番２２号 文化・体育用品／消防用品／調査・研究／その他役務／

328 市内 一般社団法人海峡都市関門ＤＭＯ 080-5283-5754
山口県下関市一の宮学園町２－１（７号館７３１
３東亜大学内）

広告用品／消防用品／運送・旅行／

329 市外 株式会社会議録研究所 03-3267-6051 東京都新宿区市谷砂土原町一丁目２番地３４
電気・精密機器／文房具・事務機器／印刷製本／コンピュータサービス／企画製作／賃貸借（リー
ス）／その他役務／

330 市外 株式会社海事プレス社 03-5835-4161 東京都千代田区岩本町二丁目１番１５号 印刷製本／調査・研究／企画製作／その他役務／

331 市内 海洋開発株式会社 083-267-4884 山口県下関市彦島田の首町一丁目６番１３号 その他役務／

332 市外 海洋観光株式会社 092-292-0908
福岡県福岡市博多区奈良屋町１４－２０ベスト大
博ビル５Ｆ

企画製作／

333 市内 カイリク管財株式会社 083-266-7117 山口県下関市東大和町一丁目５番２２号 庁舎等管理業務／建物等保守管理／警備／その他役務／

334 市内 カイリク興産株式会社 083-266-1115 山口県下関市東大和町一丁目５番２２号 その他役務／

335 準市内２ 学校法人香川学園宇部環境技術センター 0836-32-0082 山口県宇部市文京町４番２３号 庁舎等管理業務／調査・研究／

336 市内 有限会社カギの１１０番 083-234-0110 山口県下関市上田中町二丁目４番３号 日用品／

337 市内 有限会社垣原商店 083-266-2988 山口県下関市大和町二丁目９番２２号 廃棄物処理（収集・運搬・処分等）／

338 市外 柏原計器工業株式会社 072-973-0601 大阪府柏原市本郷五丁目３番２８号 電気・精密機器／整備／

339 市外 鹿島環境エンジニアリング株式会社 03-3746-7681 東京都港区元赤坂一丁目５番３１号 建物等保守管理／

340 準市内２ 鹿島建物総合管理株式会社中国支社 082-553-7970 広島県広島市南区段原南一丁目３番５３号 庁舎等管理業務／建物等保守管理／警備／調査・研究／
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341 市外
株式会社カスタマーリレーションテレマーケ
ティング

06-7711-0200 大阪府大阪市北区曽根崎一丁目２番９号 その他役務／

342 市外 株式会社加速器分析研究所 044-934-0020 神奈川県川崎市多摩区登戸新町１２９番地１ 調査・研究／

343 市外 株式会社片岡計測器サービス 083-925-5252 山口県山口市朝田５４１番地１
電気・精密機器／薬品・検査用品／文房具・事務機器／建物等保守管理／整備／賃貸借（リース）
／

344 市外 株式会社価値総合研究所 03-5205-7900 東京都千代田区大手町一丁目９番２号 調査・研究／

345 市内 活田建装 083-266-4279 山口県下関市彦島本村町五丁目２３番６号 建物等保守管理／調査・研究／整備／

346 市内 勝野自動車株式会社 083-232-6164 山口県下関市汐入町４番３号 車両関連／整備／賃貸借（リース）／その他役務／

347 市内 有限会社勝山造園 083-256-2877 山口県下関市秋根西町一丁目１番１６号 建物等保守管理／廃棄物処理（収集・運搬・処分等）／調査・研究／

348 市内 有限会社加藤産業 083-250-9615 山口県下関市長府扇町６番２１号 廃棄物処理（収集・運搬・処分等）／

349 市内 有限会社カナメ防災 083-255-0456 山口県下関市熊野町二丁目１番２０号 消防用品／庁舎等管理業務／

350 市外 カナヤ医科器械株式会社 0836-33-7553 山口県宇部市小松原町二丁目１０番６４号 薬品・検査用品／文房具・事務機器／賃貸借（リース）／その他役務／

351 市内 株式会社金丸商店 083-223-2528 山口県下関市元町１０番２６号 その他物品／

352 市外 株式会社ガバメイツ 089-968-2075 愛媛県松山市三番町四丁目９番地５
電気・精密機器／薬品・検査用品／文房具・事務機器／調査・研究／コンピュータサービス／企画
製作／賃貸借（リース）／その他役務／

353 市外 鎌長製衡株式会社九州支店 092-281-5328 福岡県福岡市博多区綱場町５番２８号 電気・精密機器／機械器具／整備／

354 市内 株式会社亀甲工務所 083-267-2371 山口県下関市彦島角倉町四丁目９番１３号 建物等保守管理／企画製作／

355 市内 有限会社亀田内装 083-772-0409 山口県下関市豊浦町大字川棚１５７６番地の４ 資材・園芸用品／衣類・繊維／

356 市外 株式会社苅野 0949-28-7532 福岡県宮若市磯光１１３４番地２ 機械器具／

357 準市内２ 株式会社河合楽器製作所小倉店 093-531-5581 福岡県北九州市小倉北区浅野二丁目１１番１５号 文化・体育用品／整備／
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358 市内 有限会社河口建材店 083-766-0097 山口県下関市豊田町大字殿敷１９２９番地の９ 機械器具／資材・園芸用品／庁舎等管理業務／建物等保守管理／企画製作／整備／その他役務／

359 市内 河崎冷熱電機株式会社 083-253-3511 山口県下関市生野町二丁目３１番１３号 庁舎等管理業務／

360 市外 川重ファシリテック株式会社 079-435-2128 兵庫県加古郡播磨町新島８番地 整備／

361 市内 川棚温泉まちづくり株式会社 083-774-3855 山口県下関市豊浦町大字川棚５１８０番地 建物等保守管理／企画製作／

362 市内 有限会社川辺組 083-256-0828 山口県下関市彦島田の首町一丁目４番６号 建物等保守管理／企画製作／

363 市外 株式会社環境開発広島営業所 082-258-5511 広島県広島市南区比治山本町１番２８号
庁舎等管理業務／建物等保守管理／廃棄物処理（収集・運搬・処分等）／調査・研究／整備／その
他役務／

364 市内 株式会社環境企画設計コンサルタント 083-251-6125 山口県下関市川中豊町一丁目３番８号 建物等保守管理／調査・研究／その他役務／

365 市外 環境計測株式会社 075-643-0341 京都府京都市伏見区竹田北三ツ杭町８４番地
電気・精密機器／薬品・検査用品／文房具・事務機器／調査・研究／コンピュータサービス／整備
／賃貸借（リース）／

366 市内 有限会社環境コンサルタント 083-766-3464 山口県下関市豊田町大字中村２１３番地５ その他物品／廃棄物処理（収集・運搬・処分等）／

367 市外 環境テクノス株式会社 093-883-0150 福岡県北九州市戸畑区中原新町２番４号 調査・研究／

368 市内 株式会社環境ロジテック 083-785-0567 山口県下関市豊北町大字粟野３６２７番１ 廃棄物処理（収集・運搬・処分等）／

369 市外 公益財団法人元興寺文化財研究所 0742-23-1376 奈良県奈良市中院町１１番地 調査・研究／企画製作／その他役務／

370 市内 有限会社観光レンタカー下関 083-231-1167 山口県下関市前田一丁目１４番２６号 運送・旅行／賃貸借（リース）／

371 市外 株式会社カンサイ 082-941-1641 広島県広島市佐伯区五日市町大字石内４６０番地 廃棄物処理（収集・運搬・処分等）／

372 市外 管清工業株式会社中国営業所 082-927-5691 広島県広島市佐伯区五日市町上河内７９６番地１
庁舎等管理業務／建物等保守管理／廃棄物処理（収集・運搬・処分等）／調査・研究／コンピュー
タサービス／その他役務／

373 市外 株式会社管総研 06-6470-6300 兵庫県尼崎市浜一丁目１番１号 文房具・事務機器／コンピュータサービス／賃貸借（リース）／

374 市内 有限会社神田タクシー 083-786-1058 山口県下関市豊北町大字阿川４４０５番地の１ 運送・旅行／
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375 市外 株式会社かんでんエンジニアリング九州支店 093-883-0766
福岡県北九州市戸畑区中原先の浜４６番地２０８
号

庁舎等管理業務／

376 市内 関門アプレイザル 083-249-6120 山口県下関市横野町三丁目３番９号２０１ その他役務／

377 準市内２ 株式会社関門海陸 093-291-3707 福岡県遠賀郡遠賀町老良２３８番地１ 廃棄物処理（収集・運搬・処分等）／

378 市内 関門産業株式会社 083-242-2092 山口県下関市長府扇町９番２４号
資材・園芸用品／文化・体育用品／衣類・繊維／広告用品／消防用品／建物等保守管理／企画製作
／整備／その他役務／

379 市内 有限会社関門自工カーコンビニ倶楽部 083-252-1417 山口県下関市幡生宮の下町６番１１号 車両関連／整備／賃貸借（リース）／

380 市内 有限会社関門清掃センター 083-222-9989 山口県下関市羽山町２２番１０号 庁舎等管理業務／建物等保守管理／廃棄物処理（収集・運搬・処分等）／賃貸借（リース）／

381 市内 株式会社関門装美 083-232-7223 山口県下関市椋野町二丁目１番４３号 衣類・繊維／

382 市内 有限会社関門電気設備 083-231-3708 山口県下関市石神町４番２５号 庁舎等管理業務／

383 市内
株式会社ＫＡＮＭＯＮ　Ｕ．Ｗ．ＰＲＯＪＥ
ＣＴ

083-242-4018 山口県下関市中之町１番１８号 企画製作／

384 市内 合同会社関門リサイクルセンター 083-256-2733 山口県下関市秋根上町一丁目６番２３号 その他物品／

385 市内 菊川建築協業組合 083-287-1373
山口県下関市菊川町大字田部字穴田５７８番地の
１

企画製作／

386 市内 岸砿油株式会社 083-267-3636 山口県下関市東大和町一丁目４番１号 燃料類／

387 市内 有限会社規周園 083-253-8113 山口県下関市綾羅木本町六丁目１３番２５号 建物等保守管理／調査・研究／企画製作／

388 市外 株式会社ぎじろくセンター 0836-51-6191 山口県宇部市大字西岐波１５４０番地の１２ 電気・精密機器／コンピュータサービス／賃貸借（リース）／その他役務／

389 市外 株式会社議事録発行センター 086-255-1332 岡山県岡山市北区高柳西町１番２３号 電気・精密機器／コンピュータサービス／賃貸借（リース）／その他役務／

390 市外 基礎地盤コンサルタンツ株式会社山口支店 083-973-2017 山口県山口市小郡高砂町８番１１号 調査・研究／コンピュータサービス／その他役務／

391 準市内１ キタイ設計株式会社下関事務所 083-251-6027 山口県下関市生野町二丁目２９番１５号 調査・研究／コンピュータサービス／企画製作／写真・製図／
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392 市内 有限会社北浦電工 083-772-3588 山口県下関市豊浦町大字川棚１５８９番地 電気・精密機器／機械器具／文化・体育用品／庁舎等管理業務／

393 市外 公益財団法人北九州生活科学センター 093-881-8282 福岡県北九州市戸畑区中原新町１番４号 調査・研究／

394 市外 北九州埠頭株式会社 093-331-0392 福岡県北九州市門司区本町２番１０号 機械器具／庁舎等管理業務／建物等保守管理／整備／

395 市外 北九州ふよう株式会社 093-511-6460 福岡県北九州市小倉北区浅野二丁目１４番１号 庁舎等管理業務／建物等保守管理／警備／

396 市外 株式会社北広 093-522-5701 福岡県北九州市小倉北区堺町二丁目１番１号 企画製作／

397 市外 北沢産業株式会社山口営業所 083-922-6011 山口県山口市糸米二丁目１０番２２号 機械器具／

398 市外 北日本コンピューターサービス株式会社 018-834-1811 秋田県秋田市南通築地１５番３２号 文房具・事務機器／調査・研究／コンピュータサービス／賃貸借（リース）／

399 市内 有限会社北野電気産業 083-248-5533 山口県下関市長府扇町１０番２６号 庁舎等管理業務／建物等保守管理／整備／

400 市外 株式会社橘髙 0956-32-5301 長崎県佐世保市卸本町２５番２号 資材・園芸用品／

401 市外 株式会社紀伊國屋書店九州営業部 092-437-5353
福岡県福岡市博多区博多駅南一丁目３番１１号Ｋ
ＤＸ博多南ビル６階

電気・精密機器／文房具・事務機器／文化・体育用品／電気通信サービス／その他役務／

402 市外 株式会社木下抗菌サービス 03-5908-2389 東京都新宿区西新宿六丁目５番１号 文化・体育用品／車両関連／庁舎等管理業務／企画製作／整備／その他役務／

403 市内 貴船建設株式会社 083-222-1614 山口県下関市上田中町二丁目２２番７号
庁舎等管理業務／建物等保守管理／廃棄物処理（収集・運搬・処分等）／調査・研究／企画製作／
整備／

404 準市内１
キヤノンシステムアンドサポート株式会社山
口営業部下関営業所

083-256-5518 山口県下関市一の宮本町二丁目１２番２８号 電気・精密機器／賃貸借（リース）／

405 市外
キヤノンメディカルシステムズ株式会社山口
支店

083-973-7611 山口県山口市小郡緑町５番２号 薬品・検査用品／文房具・事務機器／車両関連／コンピュータサービス／整備／

406 市外 キヤノンメディカルファイナンス株式会社 03-6371-4591 東京都中央区日本橋人形町二丁目１４番１０号 薬品・検査用品／文房具・事務機器／賃貸借（リース）／その他役務／

407 市外 ギャラクシーコーポレーション株式会社 045-432-3344 神奈川県横浜市港北区大豆戸町３５８番地７ 運送・旅行／その他役務／

408 準市内２ キャリアリンク株式会社 03-3340-5077 東京都新宿区西新宿二丁目１番１号 調査・研究／コンピュータサービス／企画製作／その他役務／
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409 市外 株式会社キャンサースキャン 03-6420-3390 東京都品川区西五反田一丁目３番８号 その他役務／

410 市内 久環下関サービス株式会社 083-265-4000 山口県下関市幡生町二丁目１番１７号 庁舎等管理業務／建物等保守管理／整備／その他役務／

411 市外 株式会社キューコーリース 092-534-5507 福岡県福岡市中央区高砂二丁目１０番１号 賃貸借（リース）／

412 市外 九州運輸建設株式会社 093-695-0080 福岡県北九州市八幡西区洞北町３番１１号 廃棄物処理（収集・運搬・処分等）／

413 市外 九州オートドアー株式会社北九州営業所 083-967-2712 福岡県北九州市小倉南区志井五丁目９番５号 庁舎等管理業務／

414 準市内１ 一般財団法人九州環境管理協会山口支所 083-242-0213 山口県下関市貴船町３丁目１番２５号５０５ 庁舎等管理業務／調査・研究／企画製作／その他役務／

415 市外 公益財団法人九州経済調査協会 092-721-4900 福岡県福岡市中央区渡辺通二丁目１番８２号 調査・研究／企画製作／

416 市外 九州航空株式会社 097-537-0585 大分県大分市王子町１２番１号 調査・研究／写真・製図／

417 市外 株式会社九州体育施設 0973-23-7729 大分県日田市大字高瀬１００５番地の１ 文化・体育用品／建物等保守管理／

418 市外 九州ヂャニターサービス株式会社 093-561-8000 福岡県北九州市小倉北区真鶴一丁目５番２６号 庁舎等管理業務／廃棄物処理（収集・運搬・処分等）／警備／

419 市外 株式会社九州博報堂北九州支社 093-285-3946 福岡県北九州市小倉北区米町一丁目１番１号 企画製作／

420 準市内１ 九州風雲堂販売株式会社関門営業所 083-256-5153 山口県下関市一の宮町三丁目７番３９号 機械器具／薬品・検査用品／賃貸借（リース）／

421 市外 株式会社九州文化財研究所 096-381-2267 熊本県熊本市中央区神水一丁目３２番１９号 調査・研究／

422 市外 九州マニュテック株式会社 096-245-6208 熊本県合志市上庄８２６番地４ 調査・研究／その他役務／

423 市外 株式会社九州リースサービス北九州支店 093-551-4461 福岡県北九州市小倉北区鍛治町一丁目５番１号 賃貸借（リース）／

424 市外 キュウセツＡＱＵＡ株式会社 092-451-2821 福岡県福岡市博多区博多駅東一丁目３番１０号 建物等保守管理／

425 市外 株式会社ＱＴｍｅｄｉａ 092-726-2805 福岡県福岡市中央区天神一丁目４番２号 コンピュータサービス／企画製作／
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426 準市内１ 株式会社九電工下関営業所 083-223-9050 山口県下関市椋野町三丁目１３番３９号 電気・精密機器／機械器具／庁舎等管理業務／建物等保守管理／コンピュータサービス／

427 市外 九電テクノシステムズ株式会社北九州支店 093-581-7996 福岡県北九州市小倉北区緑ヶ丘三丁目３番１号 電気・精密機器／機械器具／車両関連／

428 市外 九電みらいエナジー株式会社 092-981-0953 福岡県福岡市中央区薬院三丁目２番２３号 その他物品／

429 準市内２ 株式会社キューリン 093-642-3911 福岡県北九州市八幡西区森下町２７番２５号 その他役務／

430 市外 株式会社キョウエイアドインターナショナル 03-5860-9461 東京都千代田区内幸町二丁目２番３号 企画製作／

431 市内 共栄産業株式会社 083-782-0186 山口県下関市豊北町大字滝部８７２番地８ 建物等保守管理／廃棄物処理（収集・運搬・処分等）／

432 市外 共英製鋼株式会社山口事業所 0836-83-0709 山口県山陽小野田市大字小野田６２８９番１８ 廃棄物処理（収集・運搬・処分等）／

433 準市内２ 株式会社協食 0836-71-1038 山口県山陽小野田市大字厚狭３６８番地 食料品／その他役務／

434 市内 有限会社共親組 083-266-7277 山口県下関市彦島江の浦町一丁目７番２２号 資材・園芸用品／広告用品／建物等保守管理／企画製作／

435 市外 株式会社ぎょうせい中国支社 082-545-7121 広島県広島市中区三川町２番１０号
文房具・事務機器／文化・体育用品／印刷製本／調査・研究／コンピュータサービス／企画製作／
写真・製図／賃貸借（リース）／その他役務／

436 市外 行政システム九州株式会社福岡支店 092-292-6875 福岡県福岡市博多区東比恵三丁目１番２号 文房具・事務機器／コンピュータサービス／賃貸借（リース）／

437 準市内２ 社会福祉法人共生の里 0930-25-3958 福岡県行橋市大字矢留字原１２４６番地 庁舎等管理業務／建物等保守管理／廃棄物処理（収集・運搬・処分等）／その他役務／

438 市外 京セラコミュニケーションシステム株式会社 075-623-0311 京都府京都市伏見区竹田鳥羽殿町６番地 文房具・事務機器／コンピュータサービス／賃貸借（リース）／その他役務／

439 市外 共同印刷西日本株式会社 06-6203-1588 大阪府大阪市中央区平野町二丁目１番２号 印刷製本／コンピュータサービス／その他役務／

440 市外 株式会社協働管財 03-3353-1120 東京都新宿区若葉一丁目１０番１１号 建物等保守管理／廃棄物処理（収集・運搬・処分等）／

441 市内 有限会社共立産業 083-776-0155 山口県下関市豊浦町大字宇賀７４３０番地２７ 廃棄物処理（収集・運搬・処分等）／

442 市内 協和環境有限会社 083-224-0313 山口県下関市金比羅町３７番５号 庁舎等管理業務／建物等保守管理／廃棄物処理（収集・運搬・処分等）／整備／
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443 市外 株式会社協和コンサルタンツ山口営業所 083-929-3175 山口県山口市宮野下２８９９番地７ 電気・精密機器／調査・研究／企画製作／

444 市内 有限会社共和浄化槽管理工業 083-231-9484 山口県下関市神田町二丁目２番１７号
庁舎等管理業務／建物等保守管理／廃棄物処理（収集・運搬・処分等）／警備／調査・研究／整備
／その他役務／

445 市内 協和有線株式会社 083-283-1320 山口県下関市小月幸町１２番２６号 建物等保守管理／

446 市内 極東興産株式会社 083-248-4711 山口県下関市長府扇町８番１０号 機械器具／

447 市外 極東サービス株式会社九州出張所 092-477-5666 福岡県福岡市南区高木一丁目４番１０号 機械器具／整備／

448 市内 清元園茶舗 083-222-5551 山口県下関市田中町９－５ 食料品／

449 市内 合同会社煌 083-250-8306 山口県下関市長門町１０番１号　長門プラザ２Ｆ 衣類・繊維／庁舎等管理業務／建物等保守管理／

450 市外 株式会社きらら 0835-28-8822 山口県防府市新築地町２６番７号 機械器具／薬品・検査用品／その他役務／

451 市内 株式会社キロク 083-257-2111 山口県下関市秋根北町８番１号 機械器具／薬品・検査用品／車両関連／広告用品／整備／賃貸借（リース）／

452 準市内２ キングテック株式会社 093-561-4117 福岡県北九州市小倉北区東港二丁目５番１号
電気・精密機器／機械器具／文房具・事務機器／文化・体育用品／広告用品／消防用品／コン
ピュータサービス／企画製作／

453 市外 株式会社近宣広島支店 082-264-5388 広島県広島市南区稲荷町２番１６号 広告用品／印刷製本／企画製作／

454 市内 株式会社空調サービス 083-248-4870 山口県下関市長府扇町１３番３７号 電気・精密機器／機械器具／庁舎等管理業務／

455 市内 楠木梨絵土地家屋調査士事務所 083-231-5628 山口県下関市貴船町二丁目３番３１号 その他役務／

456 市外 有限会社下松タイヤセンター 0834-34-5577 山口県周南市今住町１０番２０号 廃棄物処理（収集・運搬・処分等）／

457 市外 株式会社グッドフェローズ 0422-27-8701 東京都武蔵野市中町一丁目１５番５号 電気・精密機器／文房具・事務機器／コンピュータサービス／賃貸借（リース）／

458 市外 株式会社クボタ中四国支社 082-207-0117 広島県広島市東区二葉の里三丁目５番７号 機械器具／車両関連／

459 市外
クボタ環境エンジニアリング株式会社中国支
店

082-207-0693 広島県広島市東区二葉の里三丁目５番７号 機械器具／薬品・検査用品／建物等保守管理／
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460 市内 久保田電気工事株式会社 083-766-1156 山口県下関市豊田町大字矢田２５３番地１８ 電気・精密機器／機械器具／資材・園芸用品／消防用品／庁舎等管理業務／建物等保守管理／

461 市内 有限会社熊野金物店 083-245-0014 山口県下関市長府中之町５番１７号 日用品／

462 準市内１ 株式会社クマヒラ下関営業所 083-223-7071 山口県下関市豊前田町三丁目３－１

電気・精密機器／機械器具／資材・園芸用品／薬品・検査用品／文房具・事務機器／文化・体育用
品／車両関連／燃料類／衣類・繊維／日用品／広告用品／消防用品／食料品／庁舎等管理業務／建
物等保守管理／廃棄物処理（収集・運搬・処分等）／警備／調査・研究／電気通信サービス／コン
ピュータサービス／企画製作／写真・製図／運送・旅行／整備／賃貸借（リース）／その他役務／

463 準市内２ 株式会社クマヒラセキュリティ山口支店 083-902-7505 山口県山口市朝田１０２７４番地４ 電気・精密機器／車両関連／衣類・繊維／消防用品／食料品／

464 市内 有限会社クライム商会 083-294-0115 山口県下関市幡生町二丁目３番２５号 庁舎等管理業務／

465 市内 株式会社クラスト 083-288-2556 山口県下関市菊川町大字楢崎６６３番地 庁舎等管理業務／建物等保守管理／その他役務／

466 市外 グラビス・アーキテクツ株式会社 03-6441-3931 東京都港区赤坂二丁目２０番５号 調査・研究／コンピュータサービス／その他役務／

467 市外 株式会社グリーンエコ 06-6484-5571 大阪府大阪市中央区南船場一丁目１７番１１号 調査・研究／コンピュータサービス／

468 準市内１ 株式会社グリーンクロス下関営業所 083-254-2008 山口県下関市幡生宮の下町２４番１７号 資材・園芸用品／衣類・繊維／広告用品／消防用品／企画製作／賃貸借（リース）／

469 市内 株式会社グリーンセンター日進 083-222-0022 山口県下関市卸新町７番１号 資材・園芸用品／建物等保守管理／その他役務／

470 市外 グリーンブルー株式会社 045-322-1011
神奈川県横浜市神奈川区西神奈川一丁目１４番１
２号

電気・精密機器／文房具・事務機器／コンピュータサービス／整備／賃貸借（リース）／

471 市外 株式会社Ｇｒｅｅｎ　ｐｒｏｐ 092-432-8507 福岡県福岡市博多区博多駅南二丁目３番１－１号 廃棄物処理（収集・運搬・処分等）／

472 市外 株式会社クリエイト・スタッフィング 092-735-2230 福岡県福岡市中央区渡辺通五丁目２０番７号 企画製作／その他役務／

473 市外 株式会社栗本五十市商店山口営業所 083-988-2680 山口県山口市佐山７４７番地１２ 食料品／

474 市内 栗人工業 083-266-4334
山口県下関市幡生本町２５－１６アートスケープ
幡生２０２

建物等保守管理／調査・研究／整備／その他役務／

475 市外 クルーズトラベラーカンパニー株式会社 0467-32-1811 神奈川県鎌倉市鎌倉山二丁目１５番２７号 企画製作／その他役務／

476 市外
クルーベル・コミュニケーション・ジャパン
株式会社

050-1741-6405 東京都江東区木場三丁目１５番４号ー５０１ 企画製作／運送・旅行／その他役務／
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477 市外 株式会社ぐるなび 03-3500-9700 東京都千代田区有楽町一丁目１番２号 調査・研究／企画製作／

478 準市内２ 株式会社クレーンメンテック 093-561-1454 福岡県北九州市小倉北区西港町６３番３号 機械器具／整備／

479 市外 有限会社ＣＬＥＯ 0835-21-3923 山口県防府市今市町２番１４号 印刷製本／企画製作／

480 市外 呉共同機工株式会社山口営業所 0836-43-9815 山口県山陽小野田市大字東高泊２３６７番地３１ 庁舎等管理業務／調査・研究／

481 準市内１ 株式会社クレハトレーディング下関営業所 083-266-5184 山口県下関市大和町一丁目１６番１号 薬品・検査用品／整備／

482 市内 株式会社グローバル 083-253-6602 山口県下関市幡生宮の下町２４番１２号 廃棄物処理（収集・運搬・処分等）／

483 市内 株式会社グローバルヘルスプロモーション 083-242-9121 山口県下関市長府安養寺三丁目２番４４号 その他役務／

484 市外 グローリー株式会社北九州営業所 093-965-1024 福岡県北九州市小倉南区徳力五丁目４番４号 電気・精密機器／文房具・事務機器／整備／

485 市内 株式会社クロスポイント 083-282-1161 山口県下関市小月茶屋二丁目１１番４０号 機械器具／燃料類／

486 市外
株式会社ケイ・アール・ワイ・サービスス
テーション

0834-21-3344 山口県周南市一番町４１７７番地 企画製作／

487 市外 株式会社ＫＩＳ 096-379-2231 熊本県熊本市南区幸田一丁目６番２７号 文房具・事務機器／電気通信サービス／コンピュータサービス／

488 市外 有限会社ケイ・アンド・ワイ 083-928-5508 山口県山口市吉敷下東一丁目７番３７号 その他役務／

489 準市内２ 株式会社ケイ・イー・エス 093-644-0220 福岡県北九州市八幡西区東神原町３番３１号 機械器具／資材・園芸用品／薬品・検査用品／庁舎等管理業務／建物等保守管理／その他役務／

490 準市内２ 株式会社ケイエス 093-551-5775 福岡県北九州市小倉北区赤坂海岸９番８号 資材・園芸用品／

491 市外 ＫＳＳ株式会社 042-560-2042 東京都武蔵村山市伊奈平一丁目７０番２号 文房具・事務機器／建物等保守管理／その他役務／

492 市外 ＫＤＤＩ株式会社ソリューション山口支店 083-972-2379 山口県山口市小郡高砂町２番７号 電気・精密機器／文房具・事務機器／電気通信サービス／賃貸借（リース）／

493 市外
ＫＤＤＩまとめてオフィス西日本株式会社ソ
リューション山口支店

083-972-2379 山口県山口市小郡高砂町２番７号 電気・精密機器／文房具・事務機器／車両関連／電気通信サービス／賃貸借（リース）／
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494 市外 株式会社ＫＲＣ 092-474-7968 福岡県福岡市博多区東比恵二丁目７番１８号 その他役務／

495 市外 株式会社ケー・デー・シー西日本支店 092-781-2880
福岡県福岡市中央区天神三丁目１１番２０号　天
神エフビル

庁舎等管理業務／建物等保守管理／コンピュータサービス／企画製作／賃貸借（リース）／その他
役務／

496 市内 株式会社ケーブルネット下関 083-277-1050 山口県下関市椋野町三丁目２５番３５号 企画製作／

497 市外 株式会社建設環境コンサルティング福岡支店 092-434-9055 福岡県福岡市博多区博多駅前一丁目２１番２８号 調査・研究／

498 市外 株式会社建設技術研究所山口事務所 083-973-7188 山口県山口市小郡高砂町２番１１号 調査・研究／電気通信サービス／コンピュータサービス／企画製作／写真・製図／その他役務／

499 市外 株式会社元創 03-6911-3777 東京都杉並区高円寺南三丁目２４番３１号
電気・精密機器／資材・園芸用品／日用品／建物等保守管理／廃棄物処理（収集・運搬・処分等）
／その他役務／

500 市外 株式会社現代けんこう出版 03-3846-1088 東京都墨田区両国一丁目１２番８号 企画製作／その他役務／

501 市外 株式会社コアズ北九州支社 093-631-5340 福岡県北九州市八幡西区黒崎城石３番７号 庁舎等管理業務／警備／その他役務／

502 準市内２ 株式会社孝栄設計コンサルタント 092-571-5292 福岡県福岡市南区井尻一丁目３６番２０号 調査・研究／その他役務／

503 市外 株式会社公会計サポートセンター山口営業所 0120-936-552 山口県光市室積七丁目二番地一六 その他役務／

504 市外 廣告社株式会社 03-3225-0061 東京都新宿区新宿三丁目１番２４号 企画製作／

505 準市内１ 株式会社光進ガードシステム下関営業所 083-242-1071
山口県下関市新地町５番２５号ウエストビレッジ
４階４Ｆ号

庁舎等管理業務／警備／

506 市外 合人社エンジニアリング株式会社 082-242-6126 広島県広島市中区袋町４番３１号 文房具・事務機器／文化・体育用品／庁舎等管理業務／

507 準市内２ 株式会社合人社計画研究所 082-247-7994 広島県広島市中区袋町４番３１号 庁舎等管理業務／建物等保守管理／

508 市内 有限会社郷田工務店 083-766-0123 山口県下関市豊田町大字大河内９５３番地の１ 企画製作／

509 市内 合田燃料機器株式会社 083-256-5050 山口県下関市大字延行１１９番地１ 機械器具／車両関連／燃料類／庁舎等管理業務／建物等保守管理／

510 市内 広電工業有限会社 083-223-2459 山口県下関市向山町１番２０号 庁舎等管理業務／
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511 準市内１ 株式会社興電社下関営業所 083-224-1181 山口県下関市一の宮卸本町１－３ 電気・精密機器／車両関連／

512 準市内２ 光東株式会社 0833-41-6300 山口県下松市東海岸通り１番７号 機械器具／車両関連／整備／賃貸借（リース）／

513 市内 株式会社弘富会 083-250-8400 山口県下関市綾羅木本町二丁目６番２１号 その他役務／

514 市内 有限会社好文堂書店 083-245-1877 山口県下関市長府中之町６番１０号 文化・体育用品／

515 市外 神戸綜合速記株式会社 078-321-2522 兵庫県神戸市中央区北長狭通四丁目３番８号 電気・精密機器／印刷製本／コンピュータサービス／その他役務／

516 市外 株式会社弘法 082-243-4455 広島県広島市中区千田町一丁目３番４号 資材・園芸用品／文房具・事務機器／整備／賃貸借（リース）／

517 市内 株式会社コウミ 083-246-1107 山口県下関市長府港町１２番６号 資材・園芸用品／文房具・事務機器／

518 市内 興陽電機株式会社下関支店 083-231-6111 山口県下関市一の宮卸本町１番１号 電気・精密機器／文房具・事務機器／

519 市内 有限会社興立機電 083-253-2126 山口県下関市綾羅木本町八丁目５番１５号 電気・精密機器／機械器具／庁舎等管理業務／建物等保守管理／整備／

520 市内 コーエー株式会社 083-231-1411 山口県下関市一の宮卸本町３番１１号 文房具・事務機器／企画製作／

521 市外 株式会社コーユービジネス福岡営業所 092-411-3681 福岡県福岡市博多区博多駅前三丁目１３番１号 文房具・事務機器／印刷製本／コンピュータサービス／その他役務／

522 市外 コーユーレンティア株式会社中四国支店 082-544-1171
広島県広島市中区中町７番４１号　広島三栄ビル
６０３号室

企画製作／賃貸借（リース）／

523 準市内１ 国際航業株式会社下関営業所 083-242-1632 山口県下関市唐戸町２番１２号プロートン泰平
電気・精密機器／文房具・事務機器／その他物品／印刷製本／調査・研究／電気通信サービス／コ
ンピュータサービス／企画製作／写真・製図／賃貸借（リース）／その他役務／

524 市外 国際チャート株式会社本社 048-728-8314 埼玉県桶川市赤堀一丁目３０番地 印刷製本／

525 市外 国土情報開発株式会社 03-5481-3000 東京都世田谷区池尻二丁目７番３号 文房具・事務機器／コンピュータサービス／賃貸借（リース）／

526 準市内１ 株式会社吾水総合コンサルタント下関事務所 083-242-2300 山口県下関市豊浦町大字川棚６８７９番地１ 調査・研究／コンピュータサービス／企画製作／その他役務／

527 市外 コスモ海洋株式会社 093-332-2460 福岡県北九州市門司区栄町１１番９号 調査・研究／整備／賃貸借（リース）／
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528 市外 株式会社コスモリサーチ広島支店 082-244-0676 広島県広島市中区大手町三丁目５番１２号 調査・研究／

529 準市内１ 株式会社五省コンサルタント下関事務所 083-266-1110 山口県下関市彦島山中町一丁目４番５号 調査・研究／

530 市内 株式会社コタベ 083-246-3311 山口県下関市長府港町１０番４４号 機械器具／資材・園芸用品／薬品・検査用品／車両関連／整備／

531 市内 株式会社コトウ 083-231-1200 山口県下関市細江町一丁目７番８号 文化・体育用品／衣類・繊維／日用品／広告用品／消防用品／

532 市外 株式会社コトブキ中四国支店 082-297-4546 広島県広島市中区本川町ニ丁目１番１３号 資材・園芸用品／文化・体育用品／広告用品／企画製作／整備／

533 市外 壽環境機材株式会社 06-6352-5880 大阪府大阪市北区天満一丁目１９番４号 機械器具／薬品・検査用品／庁舎等管理業務／建物等保守管理／整備／

534 市外 コトブキシーティング株式会社中四国支店 082-545-7870 広島県広島市中区紙屋町一丁目１番１７号 文房具・事務機器／文化・体育用品／消防用品／建物等保守管理／整備／

535 市内 株式会社こどもの広場 083-232-7956 山口県下関市幸町７番１３号 文化・体育用品／

536 市外
コニカミノルタジャパン株式会社ヘルスケア
カンパニー山口営業所

0570-011205 山口県山口市小郡緑町８－８ 薬品・検査用品／

537 市外 コニカミノルタパブリテック株式会社 03-6250-2111 東京都千代田区丸の内二丁目７番２号
電気・精密機器／薬品・検査用品／文房具・事務機器／調査・研究／コンピュータサービス／企画
製作／賃貸借（リース）／その他役務／

538 市外 小林クリエイト株式会社北九州営業所 093-531-6464 福岡県北九州市小倉北区堺町一丁目３番１５号 文房具・事務機器／印刷製本／

539 市内 株式会社小林設備 083-253-8063 山口県下関市三河町１２番１２号 建物等保守管理／警備／調査・研究／

540 市内 株式会社コプロス 083-246-0545 山口県下関市長府安養寺一丁目１５番１３号 調査・研究／

541 市外 株式会社コベルコＥ＆Ｍ 078-803-2901 兵庫県神戸市灘区岩屋北町四丁目５番２２号 電気・精密機器／機械器具／文房具・事務機器／コンピュータサービス／賃貸借（リース）／

542 市外
コベルコ・コンプレッサ株式会社ヒートポン
プ・新事業本部ヒートポンプ・エネルギー営
業部

03-5739-6774 東京都品川区北品川５丁目９番１２号 庁舎等管理業務／

543 市内 株式会社コマーシャル・アーツ 090-2588-3897
山口県下関市南部町１９－７明治安田生命下関ビ
ル６階

文房具・事務機器／広告用品／コンピュータサービス／企画製作／

544 市外
コマツカスタマーサポート株式会社中国カン
パニー小野田支店

050-3486-7214 山口県山陽小野田市大字西高泊５７６ー１ 機械器具／整備／賃貸借（リース）／
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545 市外 小松電機産業株式会社 0852-32-3636 島根県松江市乃木福富町７３５－１８８ 賃貸借（リース）／その他役務／

546 市外 株式会社コミクリ 0422-24-8851
東京都三鷹市下連雀三丁目３８番１６号スマー
ト・パーク三鷹

文房具・事務機器／コンピュータサービス／企画製作／

547 市内 木屋川建設株式会社 083-287-1406 山口県下関市菊川町大字貴飯９３番地の１ 資材・園芸用品／その他物品／建物等保守管理／廃棄物処理（収集・運搬・処分等）／整備／

548 市外 小山株式会社山口出張所 0834-21-2071 山口県周南市新地３丁目４番地１１号 文房具・事務機器／衣類・繊維／賃貸借（リース）／その他役務／

549 市内 有限会社小山モータース 083-782-0036 山口県下関市豊北町大字滝部４６０番地の６ 車両関連／整備／賃貸借（リース）／その他役務／

550 市内 紺箭銃砲火薬株式会社 083-231-0700 山口県下関市上田中町一丁目１８番１２号 機械器具／薬品・検査用品／文化・体育用品／車両関連／消防用品／

551 市外
株式会社サーベイリサーチセンター広島事務
所

082-241-7511 広島県広島市中区立町２番２９号 調査・研究／コンピュータサービス／企画製作／その他役務／

552 市内 有限会社彩雲堂工芸社 083-223-2545 山口県下関市細江町二丁目５番５号 広告用品／企画製作／

553 市内 有限会社西京機工 083-267-9252 山口県下関市彦島西山町三丁目１１番２０号 機械器具／庁舎等管理業務／建物等保守管理／廃棄物処理（収集・運搬・処分等）／整備／

554 市外 西戸崎興産株式会社 092-603-0415 福岡県福岡市東区大岳二丁目１番１号 資材・園芸用品／薬品・検査用品／庁舎等管理業務／整備／

555 市外 株式会社サイネックス 06-6766-3363 大阪府大阪市天王寺区上本町五丁目３番１５号
電気・精密機器／消防用品／印刷製本／コンピュータサービス／企画製作／運送・旅行／その他役
務／

556 市内 有限会社彩美社 083-253-3260 山口県下関市稗田南町１１番２８号 広告用品／企画製作／

557 準市内１ 株式会社サカイ引越センター下関支社 083-242-1141 山口県下関市伊倉東町５－５ 運送・旅行／

558 市内 有限会社さかくら教材 083-254-0619 山口県下関市新垢田西町一丁目２番１０号
電気・精密機器／機械器具／薬品・検査用品／文房具・事務機器／文化・体育用品／衣類・繊維／
日用品／整備／

559 市外 株式会社佐賀電算センター 0952-34-1500 佐賀県佐賀市兵庫町大字藤木１４２７番地７ 文房具・事務機器／調査・研究／コンピュータサービス／企画製作／賃貸借（リース）／

560 準市内２ 佐川急便株式会社中国支店 082-256-6257 広島県広島市南区出島一丁目１９番２０号 運送・旅行／

561 市外 サクセス・ベル株式会社 0823-45-5555 広島県江田島市能美町鹿川３６４２番地１ 文化・体育用品／
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562 市内 作庭衆咲治 0832-65-6122 山口県下関市清末西町ニ丁目２番９号 資材・園芸用品／建物等保守管理／

563 市内 さくら鑑定所 083-224-3610 山口県下関市石神町７番１２号 その他役務／

564 準市内１
ザ・ニュー・インディア・アシュアランス・
カンパニー・リミテッド下関営業所

083-256-2333
山口県下関市秋根本町二丁目１０番１４号スカイ
ビル２０４号

その他役務／

565 市内 有限会社山陰環境整備工業 083-782-1508 山口県下関市豊北町大字滝部３７５０番地９
薬品・検査用品／日用品／庁舎等管理業務／建物等保守管理／廃棄物処理（収集・運搬・処分等）
／整備／その他役務／

566 準市内２ 三栄商事株式会社 0836-34-1131 山口県宇部市若松町１番１号 機械器具／車両関連／広告用品／消防用品／庁舎等管理業務／建物等保守管理／整備／

567 市外 株式会社三輝 06-6881-3000 大阪府大阪市北区同心一丁目１０番１２号 廃棄物処理（収集・運搬・処分等）／

568 準市内１ 株式会社サンキ下関支店 083-256-5551 山口県下関市大字石原８８番地 薬品・検査用品／食料品／コンピュータサービス／その他役務／

569 市外 三共アメニテクス株式会社アメニティ事業部 092-583-8121 福岡県福岡市南区的場一丁目１３番６号 薬品・検査用品／文房具・事務機器／庁舎等管理業務／

570 市内 株式会社三協クリーナー 083-261-5039 山口県下関市彦島迫町一丁目１９番２０号 廃棄物処理（収集・運搬・処分等）／

571 準市内２ 三協フロンテア株式会社広島営業所 082-830-2271 広島県広島市安佐南区八木二丁目４番１４号 賃貸借（リース）／

572 市外 株式会社サンケン・エンジニアリング 092-522-6811 福岡県福岡市南区大楠二丁目１３番７号 電気・精密機器／衣類・繊維／整備／

573 市内 株式会社サンケン機構 083-250-9234 山口県下関市伊崎町一丁目４番１４号 電気・精密機器／整備／賃貸借（リース）／その他役務／

574 市外 三建設備工業株式会社山口営業所 083-976-4671 山口県山口市小郡大江町３番４１号 庁舎等管理業務／

575 市内 三兼電機工業株式会社 083-282-1231 山口県下関市清末五毛一丁目５番２５号 庁舎等管理業務／建物等保守管理／整備／

576 準市内１ 株式会社三晃空調山口営業所 083-253-3535 山口県下関市武久町一丁目１３番１７号 機械器具／消防用品／庁舎等管理業務／

577 市外 三晃工業株式会社 06-6555-7052 大阪府大阪市大正区鶴町二丁目１５番２６号 衣類・繊維／建物等保守管理／

578 市外 三恒商事株式会社 06-6538-0571 大阪府大阪市西区新町一丁目１０番２号 機械器具／薬品・検査用品／日用品／

Page 34/104



下関市物品・役務競争入札参加有資格者名簿
（五十音順）

№ 地域区分 商号又は名称 電話番号 所在地 参加希望業種(大分類）

579 市外 サンコーコンサルタント株式会社山口営業所 083-924-1500 山口県山口市後河原２５ 調査・研究／コンピュータサービス／その他役務／

580 市外 株式会社サンコンタクトレンズ福岡営業所 092-481-2761
福岡県福岡市博多区博多駅前一丁目５番１号１２
Ｆ

薬品・検査用品／

581 市外 株式会社サンスイ九州支店 092-433-4070
福岡県福岡市博多区博多駅中央街５番１１号第１
３泰平ビル９階７号室

調査・研究／その他役務／

582 市内 株式会社サンスパック 083-231-3434 山口県下関市田中町１５番７号
資材・園芸用品／文化・体育用品／衣類・繊維／広告用品／消防用品／建物等保守管理／企画製作
／整備／その他役務／

583 準市内１ サンセイ株式会社下関工場 083-267-3525 山口県下関市彦島本村町三丁目５番１号 建物等保守管理／企画製作／整備／

584 市外 三精工事サービス株式会社九州支店 092-411-5567 福岡県福岡市博多区博多駅南四丁目８番２１号
文房具・事務機器／文化・体育用品／衣類・繊維／日用品／広告用品／庁舎等管理業務／建物等保
守管理／その他役務／

585 市外 サンテクノサービス株式会社 06-6363-3991 大阪府大阪市北区南森町二丁目４ー３２ 建物等保守管理／

586 市外 有限会社サンテック関西支店 0791-56-0301 兵庫県赤穂郡上郡町高山１３０２番地 廃棄物処理（収集・運搬・処分等）／

587 市内 サンテレコム株式会社 083-250-2060 山口県下関市宝町１番６号
電気・精密機器／機械器具／文房具・事務機器／電気通信サービス／コンピュータサービス／賃貸
借（リース）／

588 市内 サンデン観光バス株式会社 083-227-3435 山口県下関市後田町四丁目４番１３号 運送・旅行／

589 市内 サンデン広告株式会社 083-232-5235 山口県下関市大坪本町２５番３３号 広告用品／印刷製本／調査・研究／企画製作／運送・旅行／その他役務／

590 市内 サンデン交通株式会社 083-231-1000 山口県下関市羽山町３番３号 運送・旅行／

591 市内 山電商事株式会社 083-231-3110 山口県下関市一の宮卸本町１番６号 電気・精密機器／文房具・事務機器／車両関連／

592 市内 山電整備センター株式会社 083-248-0411 山口県下関市長府扇町４番６９号 車両関連／

593 市内 サンデン造園株式会社 083-250-5028 山口県下関市藤ヶ谷町１０番３８号 建物等保守管理／企画製作／

594 市内 サンデンハウジング株式会社 083-253-6363 山口県下関市垢田町一丁目２２番２０号 庁舎等管理業務／建物等保守管理／廃棄物処理（収集・運搬・処分等）／

595 市内 サンデン旅行株式会社下関支店 083-263-4444 山口県下関市一の宮町三丁目１０番５号 企画製作／運送・旅行／
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596 市外 株式会社サンネット 082-248-4100 広島県広島市中区袋町４番２１号 文房具・事務機器／コンピュータサービス／企画製作／賃貸借（リース）／その他役務／

597 市内 有限会社サンパティックコンサルタント 083-267-3834 山口県下関市彦島江の浦町三丁目７番１１号 その他役務／

598 市外 株式会社三豊 0532-21-2573 愛知県豊橋市西山町字西山３２８番地 廃棄物処理（収集・運搬・処分等）／

599 準市内１ 株式会社三友下関営業所 083-227-3250 山口県下関市卸新町１２番地４
電気・精密機器／資材・園芸用品／薬品・検査用品／文房具・事務機器／コンピュータサービス／
賃貸借（リース）／

600 市内 株式会社山陽 083-246-4934 山口県下関市長府港町７番２３号 警備／

601 市外 サンヨウ株式会社 092-561-2288 福岡県福岡市南区玉川町４番３０号 建物等保守管理／整備／

602 市外 三葉化工株式会社広島営業所 082-235-3141 広島県広島市西区中広町三丁目４番１０号 その他役務／

603 市外 山陽空調工業株式会社山口支店 083-941-3600 山口県山口市大内長野４４４番地３ 庁舎等管理業務／

604 準市内１ 株式会社三洋コンサルタント山口支店 083-267-4451 山口県下関市大和町一丁目５番７号 印刷製本／建物等保守管理／調査・研究／コンピュータサービス／その他役務／

605 市外 山陽三共有機株式会社 0833-47-0025 山口県下松市葉山一丁目８１９番１４ 廃棄物処理（収集・運搬・処分等）／

606 市外 三洋テクノマリン株式会社九州支社 092-283-1250 福岡県福岡市博多区神屋町１０番１５号 調査・研究／その他役務／

607 市内 株式会社山陽電工 083-245-1812 山口県下関市長府松小田本町１５番２７号 庁舎等管理業務／建物等保守管理／

608 市外 山陽ビル管理株式会社 0836-33-2226 山口県宇部市居能町三丁目４番４５号 庁舎等管理業務／

609 市外 山陽マーク株式会社福岡製作所 092-606-4131 福岡県福岡市東区和白二丁目５番３０号 広告用品／印刷製本／

610 準市内２ 山陽三菱電機販売株式会社山口支社 083-932-2641
山口県山口市小郡上郷字流通センター西９０１番
地２

電気・精密機器／機械器具／庁舎等管理業務／コンピュータサービス／

611 準市内１ サンヨーコンサルタント株式会社下関営業所 083-242-4631 山口県下関市長府扇町８番３８―７号 調査・研究／コンピュータサービス／写真・製図／その他役務／

612 市外 株式会社サン・ライティング 078-367-2236
兵庫県神戸市中央区多聞通三丁目３番１６号甲南
第１ビル１１０１号室

その他役務／
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613 市外 株式会社サンリーク広島営業所 082-502-2421 広島県広島市中区上幟町１０番１２－５０１号 電気・精密機器／調査・研究／

614 市内 三立産業株式会社 083-262-4100 山口県下関市横野町一丁目１３番９号 建物等保守管理／

615 市外 サン・ロード株式会社 083-927-0023 山口県山口市下小鯖６４５番地５ 資材・園芸用品／

616 市内 有限会社山麓苑 083-223-0923 山口県下関市大坪本町４１番９号 建物等保守管理／企画製作／

617 市内 株式会社三和印刷社 083-249-1130 山口県下関市長府扇町９番１号 印刷製本／コンピュータサービス／企画製作／

618 市外 三和運輸株式会社 0823-71-5166 広島県呉市広徳丸町３番６号 廃棄物処理（収集・運搬・処分等）／

619 準市内２ 三和興産株式会社 0836-33-5858 山口県宇部市文京町２番１７号 電気・精密機器／文房具・事務機器／賃貸借（リース）／その他役務／

620 市外 山和産業株式会社 093-512-0238
福岡県北九州市小倉北区馬借二丁目６番１１－１
３０２号

庁舎等管理業務／建物等保守管理／

621 準市内１ 三和シヤッター工業株式会社下関営業所 083-254-1362 山口県下関市宝町２番２２号 庁舎等管理業務／

622 市内 株式会社サンワ電工 083-266-4128 山口県下関市東大和町二丁目１５番１８号 電気・精密機器／機械器具／庁舎等管理業務／

623 市外 三和電子株式会社 03-3291-3131 東京都千代田区神田猿楽町二丁目１番６号 建物等保守管理／調査・研究／電気通信サービス／コンピュータサービス／その他役務／

624 市外 株式会社シアターワークショップ 03-5766-3555 東京都渋谷区神宮前六丁目２３番３号 調査・研究／企画製作／その他役務／

625 市外 株式会社シー・アール・シー 092-623-2111 福岡県福岡市南区長丘二丁目１番４号 その他役務／

626 市外 株式会社ＣＲＣ食品環境衛生研究所 092-623-2211 福岡県福岡市東区松島五丁目７番６号 庁舎等管理業務／調査・研究／

627 準市内１
ジーアンドエスエンジニアリング株式会社山
口営業所

083-252-9605 山口県下関市生野町二丁目３２番８号 調査・研究／企画製作／その他役務／

628 市外 株式会社シーイーシー 046-252-4111 神奈川県座間市東原五丁目１番１１号 文房具・事務機器／電気通信サービス／コンピュータサービス／

629 市外
ＧＥヘルスケア・ジャパン株式会社山口営業
所

083-972-3818 山口県山口市小郡下郷３３７２－８－１０１ 薬品・検査用品／その他役務／
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630 市外 株式会社ジーウェイブ 043-297-0633 千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目３番地 コンピュータサービス／

631 市外 株式会社ジーエスエフ 03-6276-3875 東京都新宿区西新宿三丁目２０番２号 その他役務／

632 準市内１
ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングス
株式会社下関支社

083-228-1193 山口県下関市細江町一丁目２番１０号 電気通信サービス／コンピュータサービス／企画製作／賃貸借（リース）／その他役務／

633 市内 シーエルエー 083-246-3831 山口県下関市長府三島町１７番６号 庁舎等管理業務／

634 準市内１ 株式会社ＣＧＳコーポレーション下関営業所 083-263-3788 山口県下関市伊倉東町４番２３号 薬品・検査用品／広告用品／消防用品／庁舎等管理業務／警備／企画製作／

635 市内 有限会社シースカイツリー 083-277-0279 山口県下関市豊浦町大字川棚５３２６番地６ その他役務／

636 市内 株式会社Ｇ辻丸Ｍ－ＳＨＯＰ 083-232-5081 山口県下関市椋野町一丁目２番８号 車両関連／

637 市外 株式会社ＣＴＣ 0834-39-1234 山口県周南市桜木一丁目１番２７号 庁舎等管理業務／建物等保守管理／企画製作／

638 市外 株式会社Ｇ－Ｐｌａｃｅ大阪支店 06-6210-6666
大阪府大阪市淀川区宮原四丁目１番１４号住友生
命新大阪北ビル１３階

コンピュータサービス／

639 市外 ＪＲ九州エージェンシー株式会社 092-260-5061
福岡県福岡市博多区博多駅前三丁目２番１号日本
生命博多駅前ビル３階

企画製作／その他役務／

640 市外
株式会社ＪＲ西日本コミュニケーションズ中
国支社

082-263-0882
広島県広島市東区上大須賀町１番１６号交通会館
ビル６階

印刷製本／企画製作／

641 市外
ジェイアール西日本コンサルタンツ株式会社
山口営業所

083-976-0800 山口県山口市小郡令和一丁目２番２９号 調査・研究／賃貸借（リース）／その他役務／

642 市外 株式会社ＪＲ西日本中国メンテック広島支店 082-261-0478 広島県広島市東区上大須賀町１６番１号 庁舎等管理業務／建物等保守管理／警備／

643 市外 株式会社ジェイアクア 03-5817-4445 東京都渋谷区神南一丁目５番１４号 廃棄物処理（収集・運搬・処分等）／

644 市外 ＪＡ三井リース九州株式会社北九州営業部 093-551-7111 福岡県北九州市小倉北区京町二丁目７番８号 賃貸借（リース）／

645 市外 株式会社ジェイエスキューブ第七営業本部 092-412-0005 福岡県福岡市博多区博多駅前四丁目４番１５号 電気・精密機器／文房具・事務機器／コンピュータサービス／賃貸借（リース）／その他役務／

646 市外 ＪＳＣ株式会社 03-5456-1348 東京都渋谷区宇田川町２番１号
電気・精密機器／機械器具／資材・園芸用品／文房具・事務機器／文化・体育用品／衣類・繊維／
広告用品／
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下関市物品・役務競争入札参加有資格者名簿
（五十音順）

№ 地域区分 商号又は名称 電話番号 所在地 参加希望業種(大分類）

647 市外
ＪＦＥアクアサービス機器株式会社大阪営業
所

06-6392-0711 大阪府大阪市淀川区西宮原一丁目５番１０号 電気・精密機器／機械器具／消防用品／建物等保守管理／

648 市外 ＪＦＥエンジニアリング株式会社中国支店 082-535-4221 広島県広島市中区幟町１３番１５号 機械器具／資材・園芸用品／薬品・検査用品／整備／その他役務／

649 市外 ＪＦＥ条鋼株式会社水島製造所 086-447-4266 岡山県倉敷市水島川崎通一丁目５番２ 廃棄物処理（収集・運搬・処分等）／

650 市外 ＪＦＥプラントエンジ株式会社関西営業部 078-232-5470 兵庫県神戸市中央区浜辺通五丁目１番１４号 機械器具／建物等保守管理／整備／

651 市外 株式会社ＪＭＤＣ 03-5733-5013 東京都港区芝大門二丁目５番５号 コンピュータサービス／企画製作／その他役務／

652 市外 株式会社ジェイ・サイエンス西日本 092-611-9161 福岡県福岡市東区社領三丁目１６番２６号 電気・精密機器／薬品・検査用品／

653 市外 株式会社ジェイ・シー・ティ九州営業所 093-663-5822
福岡県北九州市八幡東区枝光本町７番７号八幡ビ
ルディング２Ｆ

薬品・検査用品／賃貸借（リース）／

654 市外 株式会社ＪＴＢ北九州支店 093-521-2887 福岡県北九州市小倉北区堺町一丁目１番１号 警備／調査・研究／企画製作／写真・製図／運送・旅行／賃貸借（リース）／その他役務／

655 市外 株式会社ＪＰＦ 03-3265-4851 東京都千代田区富士見二丁目４番１１号 電気・精密機器／広告用品／警備／企画製作／賃貸借（リース）／その他役務／

656 市外 株式会社ジェイ・フィット 092-436-8526 福岡県福岡市博多区博多駅東二丁目６番２３号 コンピュータサービス／

657 市外 株式会社ジェイ・リライツ 093-752-2386 福岡県北九州市若松区響町一丁目６２番地の１７ 廃棄物処理（収集・運搬・処分等）／

658 市外 株式会社Ｊ＆Ｊヒューマンソリューションズ 03-6417-4851 東京都品川区西五反田三丁目７番１０号 その他役務／

659 市外 株式会社ジェクト福山営業所 084-999-8185
広島県福山市沖野上町四丁目２０－２６池田ビル
１階

文房具・事務機器／調査・研究／コンピュータサービス／企画製作／写真・製図／

660 市外 株式会社ＪＥＣＣ’ 03-3216-3962 東京都千代田区丸の内三丁目４番１号 その他物品／コンピュータサービス／賃貸借（リース）／

661 市外
株式会社ジェネック港湾営業グループ博多
ターミナルチーム

092-663-3024 福岡県福岡市東区香椎浜ふ頭四丁目２番２号 資材・園芸用品／運送・旅行／整備／賃貸借（リース）／その他役務／

662 市外 株式会社シオ政策経営研究所 03-3351-4161 東京都新宿区四谷一丁目８番地１４ 調査・研究／

663 市外 株式会社ジオプラン・ナムテック 03-6868-8685 東京都千代田区麹町五丁目４番地 文房具・事務機器／コンピュータサービス／賃貸借（リース）／
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下関市物品・役務競争入札参加有資格者名簿
（五十音順）

№ 地域区分 商号又は名称 電話番号 所在地 参加希望業種(大分類）

664 市内 有限会社重井住機 083-254-5543 山口県下関市一の宮本町二丁目３番２０号 庁舎等管理業務／建物等保守管理／廃棄物処理（収集・運搬・処分等）／整備／

665 市外 四国環境整備興業株式会社山口営業所 083-933-0100 山口県山口市維新公園二丁目３番１２号
資材・園芸用品／薬品・検査用品／建物等保守管理／廃棄物処理（収集・運搬・処分等）／調査・
研究／その他役務／

666 市外 株式会社時事通信社 03-6800-1111 東京都中央区銀座五丁目１５番８号 電気通信サービス／企画製作／その他役務／

667 市外 株式会社システム環境研究所福岡事務所 092-651-5511 福岡県福岡市博多区千代四丁目３０番２号 調査・研究／その他役務／

668 市外 システムギア株式会社´ 06-7663-3075 大阪府大阪市西区江戸堀一丁目９番１４号 電気・精密機器／コンピュータサービス／

669 市内 有限会社システム電化サービス 083-265-8320 山口県下関市王司神田六丁目１番１６ー１号
電気・精密機器／機械器具／資材・園芸用品／文房具・事務機器／庁舎等管理業務／建物等保守管
理／企画製作／その他役務／

670 市外
株式会社システムハウスアールアンドシー広
島営業所

082-535-1053 広島県広島市東区光町二丁目７番３５号 賃貸借（リース）／

671 市外
シダックス大新東ヒューマンサービス株式会
社中四国支店

082-546-1877
広島県広島市中区中町７－４１　広島三栄ビル３
Ｆ

その他役務／

672 市外 シチズンＴＩＣ株式会社大阪支店 06-6961-8663 大阪府大阪市城東区東中浜八丁目３番２０号 電気・精密機器／庁舎等管理業務／電気通信サービス／賃貸借（リース）／

673 市外 株式会社ジチタイアド 092-716-1401
福岡県福岡市中央区薬院一丁目１４番５号ＭＧ薬
院ビル

コンピュータサービス／企画製作／

674 市外 株式会社シティサポート 054-248-2288 静岡県静岡市葵区竜南一丁目１５番５号 文房具・事務機器／衣類・繊維／日用品／広告用品／

675 市外 株式会社自動サービス 092-963-0865 福岡県糟屋郡新宮町新宮東二丁目１５番６号 機械器具／文房具・事務機器／その他役務／

676 市外 株式会社シナジー 098-988-0184 沖縄県宜野湾市大山七丁目１０番１４号３階 文房具・事務機器／コンピュータサービス／賃貸借（リース）／

677 市外 信濃化学工業株式会社 026-243-1115 長野県長野市桐原一丁目２番１２号 日用品／

678 市内 株式会社ｃｉｎｅｐｏｓ 083-242-1868
山口県下関市大和町一丁目１３番７号海町ビル１
階右

企画製作／

679 市外 株式会社シバショウ 0836-22-1414 山口県宇部市大字川上字白石６９９番地１ 文房具・事務機器／日用品／

680 市内 芝田建設株式会社 083-772-3000 山口県下関市豊浦町大字川棚６３８６番地２ 建物等保守管理／
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下関市物品・役務競争入札参加有資格者名簿
（五十音順）

№ 地域区分 商号又は名称 電話番号 所在地 参加希望業種(大分類）

681 市外 柴田産業株式会社 0942-32-3857 福岡県久留米市梅満町１２４６番地の１ その他物品／廃棄物処理（収集・運搬・処分等）／

682 市外 株式会社島津商会 0836-88-2900 山口県山陽小野田市新沖三丁目１－２６ 資材・園芸用品／日用品／

683 市外
島津システムソリューションズ株式会社福岡
支店

092-263-0075
福岡県福岡市博多区冷泉町４番２０号島津博多ビ
ル２階

電気・精密機器／その他役務／

684 市外 株式会社島津製作所広島支店 082-236-9651 広島県広島市東区二葉の里三丁目５番７号 電気・精密機器／薬品・検査用品／

685 市外 島根水道株式会社 0852-66-0041 島根県松江市宍道町佐々布２１３番地２５ 調査・研究／

686 市内 有限会社シマモータース 083-766-0303 山口県下関市豊田町大字中村６７４番地の１ 車両関連／賃貸借（リース）／

687 市内 有限会社清水組 083-783-0061 山口県下関市豊北町大字田耕４３２２番地 建物等保守管理／廃棄物処理（収集・運搬・処分等）／

688 市外 株式会社清水合金製作所中国四国営業所 086-227-2510
岡山県岡山市北区大供二丁目１番地１号セシルビ
ル

資材・園芸用品／

689 市内 清水浩二事務所 083-250-6252 山口県下関市大坪本町２４番１１号 その他役務／

690 市内 清水合同事務所 083-258-3081 山口県下関市横野町一丁目９番４３号 その他役務／

691 市外 株式会社清水鐵工所 0749-22-2551 滋賀県彦根市安清町４番１６号 資材・園芸用品／整備／

692 市内 株式会社シモセン 083-231-2121 山口県下関市細江新町３番５６号
電気・精密機器／機械器具／資材・園芸用品／薬品・検査用品／文房具・事務機器／文化・体育用
品／車両関連／燃料類／衣類・繊維／日用品／広告用品／消防用品／庁舎等管理業務／整備／

693 市内 下関アグリフードサービス株式会社 082-286-0181 山口県下関市一の宮住吉三丁目２番１号 食料品／その他役務／

694 市内 下関一般廃棄物協同組合 083-248-4319 山口県下関市長府扇町６番４６号 日用品／その他物品／

695 市内 株式会社下関植木 083-252-2000 山口県下関市古屋町一丁目１２番３号
資材・園芸用品／薬品・検査用品／文化・体育用品／広告用品／建物等保守管理／廃棄物処理（収
集・運搬・処分等）／調査・研究／企画製作／その他役務／

696 市内 有限会社下関衛生社 083-251-6188 山口県下関市綾羅木新町三丁目６番７号 建物等保守管理／廃棄物処理（収集・運搬・処分等）／

697 市内 下関海陸運送株式会社 083-266-1111 山口県下関市東大和町一丁目５番２２号 廃棄物処理（収集・運搬・処分等）／運送・旅行／その他役務／
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下関市物品・役務競争入札参加有資格者名簿
（五十音順）

№ 地域区分 商号又は名称 電話番号 所在地 参加希望業種(大分類）

698 市内 株式会社下関ガラス 083-253-9238 山口県下関市大学町二丁目６番１８号 車両関連／

699 市内 下関管材株式会社 083-252-5811 山口県下関市生野町二丁目３１番４号 電気・精密機器／機械器具／資材・園芸用品／

700 市内 下関工業株式会社 083-766-0340 山口県下関市豊田町大字中村３８６番地 建物等保守管理／

701 市内 下関港コンテナターミナル株式会社 083-233-2211 山口県下関市岬之町２０番１５号 建物等保守管理／整備／

702 市内
特定非営利活動法人下関子ども・子育ちネッ
ト

083-246-7800 山口県下関市長府古城町６番１２号 その他役務／

703 市内 一般財団法人下関市公営施設管理公社 083-224-1555 山口県下関市唐戸町４番１号カラトピア４階 庁舎等管理業務／建物等保守管理／その他役務／

704 市内 公益社団法人下関市シルバー人材センター 083-267-5900 山口県下関市東大和町二丁目４番３号
庁舎等管理業務／建物等保守管理／廃棄物処理（収集・運搬・処分等）／警備／調査・研究／企画
製作／その他役務／

705 市内 株式会社下関市ペーパーリサイクル 083-249-2630 山口県下関市長府扇町１０番１号 その他物品／廃棄物処理（収集・運搬・処分等）／

706 市内 社会福祉法人下関市民生事業助成会 083-262-2111 山口県下関市大字蒲生野字横田２５０番地 建物等保守管理／

707 市内 一般社団法人下関市薬剤師会 083-256-3893 山口県下関市秋根南町二丁目３番１号 庁舎等管理業務／その他役務／

708 市内 株式会社下関十字堂楽器店 083-223-2311 山口県下関市赤間町３番３１号 電気・精密機器／文化・体育用品／運送・旅行／整備／

709 市内 下関商業開発株式会社 083-232-4995 山口県下関市竹崎町四丁目４番８号
電気・精密機器／文房具・事務機器／文化・体育用品／衣類・繊維／日用品／庁舎等管理業務／建
物等保守管理／電気通信サービス／コンピュータサービス／企画製作／賃貸借（リース）／

710 市内 下関上下水道工事業協同組合 083-263-0251 山口県下関市秋根新町４番８号 建物等保守管理／

711 市内 下関清工株式会社 083-258-5670 山口県下関市横野町一丁目２２番２７号 建物等保守管理／廃棄物処理（収集・運搬・処分等）／

712 市内 協同組合下関造園クラブ 083-250-5231 山口県下関市長府松小田本町８番３１号 資材・園芸用品／建物等保守管理／廃棄物処理（収集・運搬・処分等）／企画製作／その他役務／

713 市内 下関第一交通株式会社 083-223-0576 山口県下関市阿弥陀寺町１番１２号 運送・旅行／

714 市内 下関畳有限会社 083-222-5015 山口県下関市田中町１６番７号 資材・園芸用品／衣類・繊維／
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715 市内 株式会社下関竹水園 083-222-2519 山口県下関市神田町二丁目２番２号 建物等保守管理／

716 市内 株式会社下関中央レンタカー 083-257-3332 山口県下関市大字有冨２００番地１ 運送・旅行／賃貸借（リース）／

717 市内 企業組合下関中高年事業団 083-234-3003 山口県下関市向洋町一丁目４番３４号 庁舎等管理業務／建物等保守管理／運送・旅行／

718 市内 下関通運株式会社 083-246-0457 山口県下関市長府港町１１番１５号 その他役務／

719 市内 有限会社下関ツバサ商会 083-267-1818 山口県下関市彦島福浦町二丁目２３番３号 車両関連／整備／

720 市内 下関ビルサービス株式会社 083-231-6000 山口県下関市上田中町一丁目９番３号 日用品／庁舎等管理業務／建物等保守管理／廃棄物処理（収集・運搬・処分等）／

721 市内 株式会社下関米穀 083-227-2358 山口県下関市東観音町３番１９号 食料品／

722 市内 下関三菱自動車販売株式会社 083-252-1161 山口県下関市幡生宮の下町７番１５号 車両関連／整備／賃貸借（リース）／

723 市内 下関メタル株式会社 083-248-2151 山口県下関市長府才川一丁目４３番７１号 その他物品／

724 市内 下関ヤンマー販売株式会社 083-267-9601 山口県下関市東大和町一丁目４番５号
電気・精密機器／機械器具／資材・園芸用品／薬品・検査用品／文化・体育用品／車両関連／燃料
類／庁舎等管理業務／建物等保守管理／廃棄物処理（収集・運搬・処分等）／整備／

725 市内 有限会社下関レンタカー 083-222-5652 山口県下関市幸町１４番８号 運送・旅行／賃貸借（リース）／

726 市内 下野土地家屋調査士・行政書士事務所 083-255-1344 山口県下関市川中本町一丁目２２番８号 その他役務／

727 市外 株式会社社会保険研究所 082-223-2707 広島県広島市中区上八丁堀５番１５号 文房具・事務機器／文化・体育用品／日用品／

728 市外 株式会社社会保険出版社 03-3291-9841 東京都千代田区神田猿楽町一丁目５番１８号 文化・体育用品／その他役務／

729 市外 株式会社ジャストタイム二十四 092-624-2251 福岡県福岡市東区松田一丁目１０番１６号 衣類・繊維／日用品／消防用品／企画製作／

730 市外 写測エンジニアリング株式会社山口営業所 083-902-5471 山口県山口市小郡明治一丁目１５番１号 調査・研究／コンピュータサービス／写真・製図／

731 市外 ジャトー株式会社中国営業所 082-503-4405 広島県広島市西区天満町９番１号 電気・精密機器／庁舎等管理業務／建物等保守管理／コンピュータサービス／企画製作／
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732 市外 株式会社ジャネックス 083-973-1711 山口県山口市小郡下郷２１３９番地 文房具・事務機器／コンピュータサービス／賃貸借（リース）／その他役務／

733 市外
株式会社ジャパンインターナショナル総合研
究所

075-924-2603
京都府京都市右京区西京極西池田町９番地５西京
極駅前ビル６階

印刷製本／調査・研究／コンピュータサービス／企画製作／写真・製図／その他役務／

734 市外 ジャパン・トゥエンティワン株式会社 0532-66-0021 愛知県豊橋市多米東町二丁目５番地１２ 調査・研究／

735 市内 株式会社ジャパン特殊 083-251-2035 山口県下関市武久町一丁目１番２３号 建物等保守管理／廃棄物処理（収集・運搬・処分等）／

736 市内 ジャパンマリン株式会社 083-266-4809 山口県下関市彦島迫町四丁目１２番４号
電気・精密機器／文化・体育用品／消防用品／建物等保守管理／廃棄物処理（収集・運搬・処分
等）／調査・研究／運送・旅行／

737 市外 株式会社ジャム 093-541-5527 福岡県北九州市小倉北区神岳一丁目４番１９号 企画製作／

738 市内 シャルマン・サービス有限会社 083-233-2300 山口県下関市貴船町三丁目１番１号 庁舎等管理業務／

739 市外 株式会社シュア・テクノ・ソリューション． 06-6395-1192 大阪府大阪市淀川区三国本町一丁目６番２１号 電気・精密機器／調査・研究／その他役務／

740 市内 株式会社シューテック 083-259-7822 山口県下関市安岡本町三丁目１２番２５号 庁舎等管理業務／

741 市外 周南マリコム株式会社 0834-21-0367 山口県周南市入船町２番地３号 電気・精密機器／賃貸借（リース）／その他役務／

742 市外 株式会社修復技術システム 092-282-4001 福岡県福岡市博多区奈良屋町５番１０号 調査・研究／企画製作／

743 市内 有限会社樹脂建 083-242-7733 山口県下関市長府松小田本町１７番７号 建物等保守管理／

744 市内 株式会社ジュニア 083-282-0744 山口県下関市王喜本町四丁目４番２２号 その他物品／廃棄物処理（収集・運搬・処分等）／

745 準市内１ 株式会社ジュンテンドー椋野店 083-228-0561 山口県下関市新椋野一丁目２番１号 電気・精密機器／資材・園芸用品／文房具・事務機器／衣類・繊維／日用品／

746 市内 瞬報社写真印刷株式会社 083-249-1100 山口県下関市長府扇町９番５０号 広告用品／印刷製本／企画製作／写真・製図／その他役務／

747 市外 株式会社ジョイ企画 0835-38-0008 山口県防府市酢貝１１番１９号 企画製作／

748 市外 有限会社正栄工業 0835-38-2466 山口県防府市大字仁井令７０２番地の２０ 機械器具／庁舎等管理業務／建物等保守管理／整備／

Page 44/104



下関市物品・役務競争入札参加有資格者名簿
（五十音順）

№ 地域区分 商号又は名称 電話番号 所在地 参加希望業種(大分類）

749 市内 昭光商事株式会社彦島営業所 083-267-1413 山口県下関市彦島迫町二丁目６番１９号 機械器具／資材・園芸用品／薬品・検査用品／

750 市外 株式会社上智山口支店 0833-41-9133 山口県下松市新川三丁目４番１号 文房具・事務機器／調査・研究／コンピュータサービス／賃貸借（リース）／その他役務／

751 市内 有限会社松筑園 083-263-3923 山口県下関市楠乃五丁目５番１８号 資材・園芸用品／建物等保守管理／廃棄物処理（収集・運搬・処分等）／企画製作／

752 市内 有限会社昭文堂事務用品 083-231-5522 山口県下関市観音崎町５番２０号 文房具・事務機器／

753 市外 株式会社情報基盤開発 03-3816-1541 東京都文京区湯島４丁目１番１１号南山堂ビル 調査・研究／その他役務／

754 市外 情報システム監査株式会社 06-6395-7665 大阪府大阪市淀川区宮原四丁目５番３６号 コンピュータサービス／その他役務／

755 市外 株式会社消防防災 092-504-2111 福岡県福岡市博多区浦田二丁目１番８号 機械器具／車両関連／衣類・繊維／日用品／広告用品／消防用品／

756 市内 株式会社食天地 083-250-5320 山口県下関市一の宮本町二丁目２番２２号 文房具・事務機器／文化・体育用品／衣類・繊維／日用品／広告用品／食料品／その他役務／

757 市外 ジョンソンコントロールズ株式会社広島支店 082-249-9401
広島県広島市中区中町７番２２号住友生命平和大
通りビル

電気・精密機器／機械器具／文房具・事務機器／庁舎等管理業務／

758 市内 有限会社白川鉄工所 083-232-4120 山口県下関市椋野町三丁目６番１２号
電気・精密機器／機械器具／資材・園芸用品／日用品／広告用品／建物等保守管理／企画製作／整
備／

759 市外 株式会社新出光広島支店 082-568-6561 広島県広島市南区稲荷町５番１８号 燃料類／その他物品／

760 準市内１ 新川電機株式会社宇部支店下関オフィス 083-256-3830 山口県下関市秋根東町８番１０号
電気・精密機器／機械器具／薬品・検査用品／文房具・事務機器／庁舎等管理業務／建物等保守管
理／運送・旅行／整備／

761 市外 株式会社シンク’ 092-475-6311
福岡県福岡市博多区博多駅前二丁目１９番２４号
大博センタービル

文房具・事務機器／コンピュータサービス／賃貸借（リース）／その他役務／

762 市内 株式会社シンコウ東大和町店 083-267-0355 山口県下関市東大和町二丁目３番９号 車両関連／

763 市外 株式会社神鋼環境ソリューション 078-241-7512 兵庫県神戸市中央区脇浜町一丁目４番７８号 電気・精密機器／機械器具／薬品・検査用品／建物等保守管理／整備／

764 市外 神鋼環境メンテナンス株式会社 078-261-7940 兵庫県神戸市中央区磯上通二丁目２番２１号 薬品・検査用品／建物等保守管理／

765 市内 新光電業株式会社 083-227-3464 山口県下関市長州出島１０番２７ 庁舎等管理業務／
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766 市外 新進電機株式会社山口営業所 083-973-1187 山口県山口市小郡明治二丁目１番２６号 電気・精密機器／薬品・検査用品／整備／

767 市外 株式会社新生 082-277-0788 広島県広島市西区商工センター七丁目５番２６号 印刷製本／その他役務／

768 市内 株式会社新成測量設計 083-248-4640 山口県下関市長府扇町１２番２２号 調査・研究／写真・製図／その他役務／

769 市内 有限会社新生メンテナンス工業所 083-222-8322 山口県下関市椋野町一丁目２８番２２号 庁舎等管理業務／建物等保守管理／廃棄物処理（収集・運搬・処分等）／

770 市内 新電設工業株式会社 083-256-5657 山口県下関市一の宮町二丁目９番１７号 電気・精密機器／庁舎等管理業務／建物等保守管理／

771 市外 株式会社新東管理 042-564-8425 東京都東大和市蔵敷二丁目４８０番地の２ 庁舎等管理業務／建物等保守管理／警備／

772 準市内１ 株式会社新東通信下関営業所 083-250-7710 山口県下関市秋根西町一丁目３番９号 広告用品／庁舎等管理業務／調査・研究／企画製作／その他役務／

773 市外 新日本空調株式会社中国支店 082-247-3551 広島県広島市中区大手町二丁目７番１０号 庁舎等管理業務／

774 市内 株式会社新日本エンジニアリング 083-252-5054 山口県下関市綾羅木本町七丁目９番１号 機械器具／

775 市外 新日本管検工業有限会社 072-772-1959 兵庫県伊丹市南本町七丁目１番１ー６０６号 調査・研究／その他役務／

776 準市内１
株式会社新日本技術コンサルタント下関営業
所

083-286-2585 山口県下関市永田本町一丁目４番１号 調査・研究／企画製作／その他役務／

777 市外 株式会社シンノウ 086-446-0537 岡山県倉敷市連島中央一丁目１０番２８号 廃棄物処理（収集・運搬・処分等）／

778 市外
シンフォニアエンジニアリング株式会社九州
支店

092-441-6201 福岡県福岡市博多区博多駅前四丁目１３番６号 庁舎等管理業務／コンピュータサービス／賃貸借（リース）／

779 市外
シンフォニアテクノロジー株式会社中国営業
所

082-218-0211 広島県広島市中区立町２番２５号 電気・精密機器／庁舎等管理業務／

780 市内 株式会社新ホーム 083-223-2113 山口県下関市本町三丁目１番１号 庁舎等管理業務／建物等保守管理／廃棄物処理（収集・運搬・処分等）／整備／

781 市外
新明和工業株式会社流体事業部営業本部中国
支店

082-285-1171 広島県広島市南区東雲本町二丁目２１番２６号 機械器具／車両関連／企画製作／

782 市外 新菱工業株式会社中国営業所 082-258-2711
広島県広島市中区大手町二丁目７番１０号広島三
井ビル１５階

機械器具／薬品・検査用品／
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783 市外 新菱冷熱工業株式会社山口営業所 0836-22-3673 山口県宇部市相生町８番１号 庁舎等管理業務／

784 市外 シンレキ工業株式会社中国事業所 0847-32-5301 広島県三原市久井町下津１１１２６番３７ 資材・園芸用品／

785 市外 信和アルコール産業株式会社 03-3249-6831 東京都中央区日本橋小舟町６番６号 薬品・検査用品／日用品／消防用品／

786 市外 株式会社水機テクノス広島営業所 082-223-1545 広島県広島市中区橋本町１０番１０号 電気・精密機器／薬品・検査用品／建物等保守管理／その他役務／

787 市外 株式会社水道産業新聞社 06-6373-3603 大阪府大阪市北区豊崎二丁目７番９号 文化・体育用品／広告用品／企画製作／

788 市外 水道総合プランニング株式会社’ 048-458-6385 埼玉県和光市本町２２番１号 調査・研究／

789 市外 水道テクニカルサービス株式会社 045-360-9220
神奈川県横浜市旭区二俣川一丁目４５番地４５大
高ビル３階

電気・精密機器／調査・研究／

790 市内 有限会社翠鳳造園 083-245-2321 山口県下関市長府江下町５番１２号 建物等保守管理／

791 市外 水ｉｎｇ株式会社中国営業所 082-248-2381
広島県広島市中区大手町四丁目６番１６号　山陽
ビル

薬品・検査用品／建物等保守管理／整備／

792 市外
水ｉｎｇエンジニアリング株式会社中国営業
所

082-542-1233
広島県広島市中区大手町四丁目６番１６号山陽ビ
ル

電気・精密機器／機械器具／建物等保守管理／整備／

793 準市内２ 株式会社末松設備工業 093-617-1075 福岡県北九州市八幡西区野面二丁目２番３２号 機械器具／整備／

794 市内 杉本商店 083-774-0126 山口県下関市豊浦町大字小串２３９７番地 資材・園芸用品／食料品／

795 準市内１ 有限会社杉山薬局下関店 083-242-2530 山口県下関市川中豊町７丁目１番地３６ その他役務／

796 市外 株式会社スクールゴー 06-7777-8888 大阪府大阪市東成区東今里二丁目１番１８号 電気・精密機器／薬品・検査用品／文房具・事務機器／文化・体育用品／衣類・繊維／日用品／

797 市外 鈴与電力株式会社 054-665-8073 静岡県静岡市葵区栄町１番地の３ その他物品／

798 市外 株式会社スター 0595-83-5900 三重県亀山市関ケ丘５２１番地の１１７
資材・園芸用品／文房具・事務機器／衣類・繊維／日用品／庁舎等管理業務／建物等保守管理／廃
棄物処理（収集・運搬・処分等）／その他役務／

799 市外 株式会社スタジオ三十三 075-601-3103 京都府京都市伏見区竹田松林町１１番地 文化・体育用品／調査・研究／企画製作／その他役務／

Page 47/104



下関市物品・役務競争入札参加有資格者名簿
（五十音順）

№ 地域区分 商号又は名称 電話番号 所在地 参加希望業種(大分類）

800 市外 株式会社スタッフサービス 03-5209-7441 東京都千代田区神田練塀町８５番地 庁舎等管理業務／コンピュータサービス／企画製作／その他役務／

801 市内 株式会社ストリーミングラボ 083-250-1545 山口県下関市熊野西町６番１号 広告用品／企画製作／賃貸借（リース）／

802 市内 株式会社ストロベリーメディアアーツ 083-263-3040 山口県下関市一の宮町三丁目１１番４号 電気・精密機器／文房具・事務機器／文化・体育用品／広告用品／企画製作／賃貸借（リース）／

803 市外 株式会社スペック 0836-35-3610 山口県宇部市錦町５番５号 コンピュータサービス／

804 市外 株式会社スポーツテクノ和広広島営業所 082-850-0122 広島県広島市安佐南区祇園三丁目４６番５号 資材・園芸用品／文化・体育用品／建物等保守管理／

805 市外 株式会社スマート・コミュニティ・サポート 0836-33-5000 山口県宇部市芝中町７番２５号 文房具・事務機器／コンピュータサービス／企画製作／賃貸借（リース）／その他役務／

806 市外
株式会社スマートバリュークラウドイノベー
ションＤｉｖｉｓｉｏｎ

06-6227-5563
大阪府大阪市中央区道修町三丁目６番１号京阪神
御堂筋ビル１４階

コンピュータサービス／

807 市外 株式会社スマートボックス 03-5413-5861 東京都港区北青山三丁目３番７号 電気・精密機器／機械器具／文房具・事務機器／賃貸借（リース）／その他役務／

808 市内 株式会社ＳＭＡクリエイティブ 083-263-3040 山口県下関市一の宮町三丁目１１番４号 企画製作／

809 市外 角田鉄工株式会社 0749-25-2500 滋賀県彦根市日夏町２７８９番地 機械器具／資材・園芸用品／建物等保守管理／

810 市外 住友重機械搬送システム株式会社大阪支社 06-7635-3638 大阪府大阪市北区中之島二丁目３番３３号 機械器具／整備／

811 市内 有限会社住友利平商店 083-772-0175 山口県下関市豊浦町大字川棚６９２６番地１ 資材・園芸用品／文化・体育用品／日用品／

812 市内 住吉運輸株式会社 083-248-0331 山口県下関市長府扇町１番２３号 廃棄物処理（収集・運搬・処分等）／

813 市内 住吉工業株式会社 083-248-1223 山口県下関市長府扇町１番２３号 建物等保守管理／廃棄物処理（収集・運搬・処分等）／調査・研究／その他役務／

814 市外 巣守金属工業株式会社 082-251-8307 広島県広島市南区出島一丁目３４番７号 広告用品／

815 市外 株式会社セイエイ 093-617-6027 福岡県北九州市八幡西区楠橋南一丁目１番５号
電気・精密機器／文房具・事務機器／文化・体育用品／広告用品／賃貸借（リース）／その他役務
／

816 準市内１ 株式会社セイエル下関営業所 083-231-3322 山口県下関市卸新町１３番１号
電気・精密機器／薬品・検査用品／文房具・事務機器／衣類・繊維／食料品／コンピュータサービ
ス／企画製作／その他役務／
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817 市外 株式会社静環検査センター広島営業所 082-961-5977 広島県広島市安佐北区落合一丁目１９番３８号 調査・研究／

818 準市内２ 正晃株式会社山口営業所 083-972-0215 山口県山口市小郡大江町７番１２号
電気・精密機器／薬品・検査用品／文房具・事務機器／建物等保守管理／コンピュータサービス／
整備／賃貸借（リース）／

819 市外 株式会社成光社 093-561-1821 福岡県北九州市小倉北区高尾二丁目５番３３号 建物等保守管理／整備／

820 市外
セイコータイムクリエーション株式会社広島
営業所

082-245-2571
広島県広島市中区中町７番２３号　住友生命広島
平和大通り第二ビル２階

機械器具／その他役務／

821 準市内２ 株式会社西部エレベーターサービス 093-941-5860 福岡県北九州市小倉南区蜷田若園二丁目２番２号 庁舎等管理業務／

822 市内 西部化成株式会社下関営業所 083-267-2807 山口県下関市大和町一丁目１２番２４号 電気・精密機器／薬品・検査用品／庁舎等管理業務／建物等保守管理／

823 市外 西部工業株式会社 0836-83-5456 山口県山陽小野田市大字高畑７７番８３ 庁舎等管理業務／

824 市内 西部工輸株式会社 083-256-1121 山口県下関市大字小野４１６番地の１ 建物等保守管理／廃棄物処理（収集・運搬・処分等）／整備／その他役務／

825 市外 西部沢井薬品株式会社 093-961-3662 福岡県北九州市小倉南区石田南二丁目１番１号 薬品・検査用品／

826 市内 株式会社西部水道機器製作所 083-232-8114 山口県下関市椋野町二丁目１６番１５号 電気・精密機器／建物等保守管理／調査・研究／整備／

827 準市内２ 株式会社西部毎日広告社 093-551-1700 福岡県北九州市小倉北区紺屋町１３番１号 広告用品／企画製作／

828 市内 誠和クリエイト株式会社 083-231-3651 山口県下関市椋野町二丁目２番１６号
機械器具／資材・園芸用品／文化・体育用品／広告用品／庁舎等管理業務／建物等保守管理／調
査・研究／企画製作／整備／

829 市外 誠和工機株式会社 0834-63-0066 山口県周南市古市一丁目１３番１５号 電気・精密機器／機械器具／資材・園芸用品／薬品・検査用品／庁舎等管理業務／整備／

830 市外 ゼオン山口株式会社 0834-21-8482 山口県周南市那智町２番１号 庁舎等管理業務／調査・研究／

831 市内 株式会社石材日進 083-222-0022 山口県下関市卸新町７番１号 その他役務／

832 市内 株式会社関進 083-235-7775 山口県下関市東大和町一丁目１０番５０号 庁舎等管理業務／

833 市内 有限会社関清 083-252-2808 山口県下関市武久町二丁目８０番１６号 庁舎等管理業務／廃棄物処理（収集・運搬・処分等）／
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834 市内 有限会社関和エンジニアリング 083-254-1905 山口県下関市三河町９番２５号 電気・精密機器／文房具・事務機器／庁舎等管理業務／建物等保守管理／整備／

835 準市内２ セコム株式会社 03-5775-8475 東京都渋谷区神宮前一丁目５番１号 電気・精密機器／薬品・検査用品／消防用品／庁舎等管理業務／警備／整備／賃貸借（リース）／

836 市外 株式会社設備保守センター 092-521-1139 福岡県福岡市中央区高砂二丁目１０番１号 整備／

837 準市内１ 株式会社セトウチ下関営業所 083-233-0871 山口県下関市赤間町９番１０号 調査・研究／写真・製図／その他役務／

838 市外 株式会社瀬戸内航空写真 086-263-9000 岡山県岡山市南区浦安南町６７３番地１ 写真・製図／

839 市内 有限会社瀬戸教材社 083-245-0707 山口県下関市長府宮の内町２番１７号
電気・精密機器／機械器具／薬品・検査用品／文房具・事務機器／文化・体育用品／衣類・繊維／
賃貸借（リース）／その他役務／

840 準市内１ 株式会社セフティメンテナンス下関営業所 083-249-5906 山口県下関市一の宮町二丁目１８番５号 消防用品／庁舎等管理業務／

841 市内 有限会社世良 083-245-0217 山口県下関市長府中浜町３番１３号 食料品／

842 市外 株式会社セラビ福岡支店 092-437-1550 福岡県福岡市博多区豊一丁目４番３０号 文房具・事務機器／賃貸借（リース）／

843 市外 セラフィム・ワン株式会社 093-562-6333 福岡県北九州市小倉北区田町５番１８－１０１号 文房具・事務機器／

844 市外 ゼロワットパワー株式会社 04-7126-0561
千葉県柏市若柴１７８番地４柏の葉キャンパスＫ
ＯＩＬ

その他物品／

845 市外 株式会社宣通 052-979-1600 愛知県名古屋市東区東桜二丁目１６番２７号 企画製作／

846 市外
セントラルコンサルタント株式会社山口営業
所

0835-24-2961 山口県防府市寿町１番１９号 調査・研究／

847 準市内１
全農西日本エネルギー株式会社ＪＡクミアイ
プロパン下関販売所

083-288-0432 山口県下関市菊川町大字吉賀２１０９番地 機械器具／燃料類／

848 市内 株式会社仙波青果 083-256-1165 山口県下関市一の宮住吉三丁目２番１号 食料品／

849 準市内２ 泉陽興業株式会社 06-6632-1051 大阪府大阪市浪速区元町一丁目８番１５号 機械器具／

850 準市内２ 株式会社ゼンリン山口営業所 083-922-0465 山口県山口市平井１２９番地４
文房具・事務機器／文化・体育用品／印刷製本／調査・研究／コンピュータサービス／企画製作／
写真・製図／賃貸借（リース）／
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851 市外 創映株式会社 093-652-7733
福岡県北九州市小倉北区上到津四丁目１５番１０
号

企画製作／写真・製図／

852 市内 株式会社造園堀 083-246-1360 山口県下関市長府豊城町１０番１０号 建物等保守管理／

853 市外 株式会社総研 092-732-3470 福岡県福岡市中央区天神一丁目１３番２号 調査・研究／その他役務／

854 市内 総合管財株式会社 083-256-5271 山口県下関市秋根本町二丁目６番２２号 電気・精密機器／日用品／庁舎等管理業務／廃棄物処理（収集・運搬・処分等）／警備／

855 準市内２ 綜合警備保障株式会社山口支社 0834-31-3200 山口県周南市御幸通二丁目１８番地
電気・精密機器／薬品・検査用品／消防用品／庁舎等管理業務／警備／電気通信サービス／コン
ピュータサービス／賃貸借（リース）／

856 市内 株式会社総合商会 083-223-0809 山口県下関市前田一丁目１０番４号 建物等保守管理／廃棄物処理（収集・運搬・処分等）／

857 市外 綜合設備管理株式会社 0834-26-2223 山口県周南市大字栗屋５０番３５ 庁舎等管理業務／建物等保守管理／整備／

858 市内 総合美装株式会社 083-227-3130 山口県下関市長府扇町７番２０号 庁舎等管理業務／

859 市内 有限会社綜合ビルサービス 083-232-1462 山口県下関市椋野町一丁目２番５号 日用品／庁舎等管理業務／賃貸借（リース）／

860 市内 綜合防災設備株式会社 083-257-0641 山口県下関市一の宮町二丁目８番８号 消防用品／庁舎等管理業務／

861 市外 株式会社創和 03-5637-8888 東京都江戸川区篠崎町三丁目３３番８号 資材・園芸用品／日用品／廃棄物処理（収集・運搬・処分等）／

862 市外 ソーシャルアドバンス株式会社 078-332-3350 兵庫県神戸市中央区東町１２３番地の１ 調査・研究／その他役務／

863 市内 ソバテック 083-253-8896
山口県下関市新垢田西町三丁目１番Ｈ－２０１号
県営住宅

庁舎等管理業務／建物等保守管理／

864 市外 ソフトバンク株式会社 03-6889-2699 東京都港区海岸一丁目７番１号
電気・精密機器／文房具・事務機器／建物等保守管理／電気通信サービス／コンピュータサービス
／企画製作／賃貸借（リース）／その他役務／

865 市内 空田建設工業株式会社 083-282-0209 山口県下関市小月駅前一丁目７番３７号 建物等保守管理／整備／

866 市外 ソリマチ株式会社 0258-33-4435 新潟県長岡市表町一丁目４番地２４ 文房具・事務機器／コンピュータサービス／

867 準市内１ 株式会社ソルコム下関営業所 083-252-9800 山口県下関市綾羅木新町一丁目５番８号
電気・精密機器／文房具・事務機器／建物等保守管理／コンピュータサービス／賃貸借（リース）
／
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868 市外 株式会社ソルネット 093-661-5550 福岡県北九州市八幡東区中央二丁目８番１３号 文房具・事務機器／コンピュータサービス／

869 市外 大一ガス株式会社 089-941-7938 愛媛県松山市萱町一丁目３番地１２ その他物品／

870 準市内２ 第一環境株式会社広島支店 082-846-6721 広島県広島市安佐南区古市一丁目３４番９号 電気・精密機器／建物等保守管理／調査・研究／コンピュータサービス／整備／その他役務／

871 準市内１ 株式会社第一興商山口支店 083-229-3377 山口県下関市観音崎町１１番９号 電気・精密機器／賃貸借（リース）／その他役務／

872 準市内１ 第一復建株式会社下関事務所 083-767-0600 山口県下関市豊田町大字殿敷１６１２番地７ 調査・研究／企画製作／その他役務／

873 市外 第一法規株式会社 03-3404-2251 東京都港区南青山二丁目１１番１７号
文房具・事務機器／文化・体育用品／印刷製本／調査・研究／コンピュータサービス／企画製作／
その他役務／

874 市外 大栄環境株式会社 0725-54-3061 大阪府和泉市テクノステージ二丁目３番２８号 建物等保守管理／廃棄物処理（収集・運搬・処分等）／

875 市外 大栄建設株式会社 0836-21-8136 山口県宇部市北琴芝二丁目１２番１－２号 薬品・検査用品／

876 市内 大学堂製印所 083-222-5085 山口県下関市田中町１６ー６ 文房具・事務機器／

877 準市内２ 株式会社タイカメンテナンス 0834-25-0808 山口県周南市大字栗屋１６０番地の４ 庁舎等管理業務／

878 市外 株式会社ダイカン 06-6913-2222 大阪府大阪市鶴見区焼野三丁目２番７９号 廃棄物処理（収集・運搬・処分等）／

879 市外 株式会社大広西日本 082-545-7420
広島県広島市中区大手町三丁目７番５号広島パー
クビル４階

広告用品／印刷製本／企画製作／

880 市外 株式会社大正オーディット福岡支店 092-473-8225 福岡県福岡市博多区博多駅東二丁目６番１号 コンピュータサービス／その他役務／

881 準市内１ 大正測量設計株式会社下関営業所 083-286-7477 山口県下関市吉見上町５３６番地 調査・研究／写真・製図／その他役務／

882 市内 株式会社ダイシン 083-282-8232 山口県下関市小月宮の町７番２１号 建物等保守管理／企画製作／

883 市外 大新東株式会社 03-6373-4760 東京都調布市調布ケ丘三丁目６番地３ 運送・旅行／

884 市内 大東工業有限会社 083-256-5575 山口県下関市一の宮町二丁目１１番３１号 建物等保守管理／
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885 市外 株式会社大同商会 093-381-2564 福岡県北九州市門司区寺内三丁目４番１２号 機械器具／薬品・検査用品／

886 準市内１ 株式会社大日警山口支店 083-223-8794 山口県下関市西入江町３番１３号 庁舎等管理業務／警備／

887 市外 大日本コンサルタント株式会社山口営業所 083-976-0850 山口県山口市小郡黄金町１３番３０号 調査・研究／コンピュータサービス／企画製作／

888 市外 株式会社太平環境科学センター 092-504-1220 福岡県福岡市博多区金の隈二丁目２番３１号 庁舎等管理業務／調査・研究／

889 準市内１ 太平ビルサービス株式会社下関営業所 083-232-4122 山口県下関市細江町１丁目２番１０号 庁舎等管理業務／警備／

890 市内 株式会社ダイマグ 083-252-5324 山口県下関市山の田東町１１番８号 文房具・事務機器／コンピュータサービス／企画製作／賃貸借（リース）／

891 市外 株式会社ダイモン 0835-22-0249 山口県防府市佐波一丁目６番１０号 資材・園芸用品／

892 市外 太陽築炉工業株式会社 092-651-4131 福岡県福岡市博多区東公園６番２１号 機械器具／建物等保守管理／

893 市内 株式会社ダイワ技研 083-266-5291 山口県下関市彦島福浦町三丁目４番２１号
電気・精密機器／機械器具／文房具・事務機器／消防用品／庁舎等管理業務／建物等保守管理／整
備／賃貸借（リース）／

894 準市内１ 大和コンサル株式会社下関営業所 083-249-5258 山口県下関市一の宮住吉二丁目８番５号 調査・研究／写真・製図／その他役務／

895 市外 大和産業株式会社 0952-30-5792 佐賀県佐賀市高木瀬西一丁目５番１９号 企画製作／賃貸借（リース）／

896 市内 有限会社ダイワスポーツ 083-254-3078 山口県下関市伊倉町二丁目２番１５号 文化・体育用品／衣類・繊維／

897 市外 大和リース株式会社山口支店 083-933-0400 山口県山口市吉敷下東四丁目１９番２４号 資材・園芸用品／企画製作／賃貸借（リース）／その他役務／

898 市外 タカオ株式会社 084-955-1275 広島県福山市御幸町中津原１７８７番地の１ 文化・体育用品／広告用品／建物等保守管理／

899 市内 株式会社タカギ 083-253-1230 山口県下関市武久町二丁目１番５号 車両関連／

900 市外 高砂熱学工業株式会社中四国支店 082-221-2871 広島県広島市中区鉄砲町１０番１２号 庁舎等管理業務／

901 市内 タカノ木工株式会社 083-282-1700 山口県下関市小月宮の町１５番５号 資材・園芸用品／文房具・事務機器／
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902 市外 株式会社タカハシ 06-6961-5463 大阪府大阪市城東区中浜二丁目１１番１１号 廃棄物処理（収集・運搬・処分等）／

903 市内 株式会社タガミ 083-256-1780 山口県下関市大字石原２９番地１ 資材・園芸用品／庁舎等管理業務／建物等保守管理／その他役務／

904 市内 株式会社タカラ 083-222-6296 山口県下関市南部町１３番９号
電気・精密機器／文房具・事務機器／文化・体育用品／日用品／消防用品／企画製作／整備／賃貸
借（リース）／その他役務／

905 市外 株式会社タキ商店 06-6901-1413 大阪府守口市金田町三丁目２４番８号 日用品／

906 市内 滝部運送株式会社 083-782-1223 山口県下関市豊北町大字滝部８７２番地の７ 廃棄物処理（収集・運搬・処分等）／

907 市内 有限会社滝部タクシー 083-782-0202 山口県下関市豊北町大字滝部４５１番地 運送・旅行／

908 市外 株式会社タクト・マシン・サービス 03-6721-5030 東京都千代田区神田佐久間町一丁目２６番地 電気・精密機器／文房具・事務機器／コンピュータサービス／

909 市外 株式会社宅配 03-3815-9711 東京都文京区本郷四丁目１１番５号 その他役務／

910 市内 有限会社拓豊整掃 083-772-0580 山口県下関市豊浦町大字川棚１１４７８番地の３ 建物等保守管理／廃棄物処理（収集・運搬・処分等）／

911 市外 株式会社タクマ九州支店 092-717-2828 福岡県福岡市中央区薬院一丁目１番１号 機械器具／薬品・検査用品／燃料類／庁舎等管理業務／建物等保守管理／

912 市外 株式会社タクマエナジー 06-6487-4870 兵庫県尼崎市金楽寺町二丁目２番３３号 その他物品／

913 市外 株式会社タクマテクノス九州支店 092-738-1890 福岡県福岡市中央区天神三丁目１１番１号 薬品・検査用品／建物等保守管理／

914 市内 竹重硝子店 083-255-1134 山口県下関市熊野西町６番２０号 資材・園芸用品／

915 市外 武下産業株式会社 0942-75-2000 福岡県小郡市津古５９７番地の７ 電気・精密機器／機械器具／建物等保守管理／

916 市内 竹下土地家屋調査士事務所 083-222-3331 山口県下関市竹崎町一丁目１０番１６号 その他役務／

917 市内 竹田健治土地家屋調査士事務所 083-788-0378 山口県下関市豊北町大字神田上２６８３番地５ その他役務／

918 市内 合資会社竹田商店 083-267-1455 山口県下関市東大和町二丁目１番３号 その他物品／廃棄物処理（収集・運搬・処分等）／
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919 市外 株式会社たけびし 075-325-2111 京都府京都市右京区西京極豆田町２９番地 薬品・検査用品／

920 市内 有限会社ダスキン長門 083-223-5864 山口県下関市椋野町一丁目２番５号 日用品／庁舎等管理業務／賃貸借（リース）／

921 市外 株式会社多々良造園 083-922-3309 山口県山口市吉敷上東三丁目６番７号 資材・園芸用品／建物等保守管理／

922 準市内１ 株式会社巽設計コンサルタント下関事務所 083-228-2210 山口県下関市中之町八丁目８番６０２号 調査・研究／その他役務／

923 市外 株式会社タナカ東京支社 03-3255-1740 東京都千代田区神田東松下町１７番地 広告用品／企画製作／

924 市外 田中工業株式会社 093-671-5866 福岡県北九州市八幡東区中央三丁目６番２０号 文房具・事務機器／コンピュータサービス／その他役務／

925 市内 タナカ産業株式会社 083-256-8801 山口県下関市形山町５番３５号
機械器具／資材・園芸用品／薬品・検査用品／文房具・事務機器／文化・体育用品／衣類・繊維／
日用品／広告用品／消防用品／企画製作／

926 市外 田中酸素株式会社 0836-41-8635 山口県宇部市大字妻崎開作１５８７番地の１６ 薬品・検査用品／

927 市内 有限会社田中醤油醸造場 083-282-0012 山口県下関市清末中町二丁目２番２２号 食料品／

928 市外 谷口商会株式会社 086-296-5906 岡山県岡山市南区藤田３３８番地の３１ 資材・園芸用品／薬品・検査用品／消防用品／

929 市外 タニコー株式会社山口営業所 083-989-6425 山口県山口市佐山１１１３番地１ 機械器具／

930 市外 株式会社谷澤総合鑑定所中国支社 082-241-6464 広島県広島市中区立町１番２３号 調査・研究／その他役務／

931 準市内１ 株式会社玉井歯科商店下関店 083-256-0330 山口県下関市秋根本町１丁目５－３３ 薬品・検査用品／文化・体育用品／

932 市内 有限会社玉川文具 083-252-0754 山口県下関市幡生本町６番１号 電気・精密機器／文房具・事務機器／

933 市外 株式会社丹青社関西支店 06-6377-5982 大阪府大阪市北区大深町３番１号 建物等保守管理／調査・研究／コンピュータサービス／企画製作／

934 市外 株式会社地域科学研究所 097-536-0061 大分県大分市東春日町１番１号　ＮＳ大分ビル 文房具・事務機器／調査・研究／コンピュータサービス／

935 市外 株式会社地域計画建築研究所 075-221-5132
京都府京都市下京区四条通り高倉西入ル立売西町
８２番地

調査・研究／企画製作／
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936 市外 株式会社地域計画連合 03-5974-2021 東京都豊島区北大塚二丁目２４番５号 調査・研究／企画製作／その他役務／

937 市外 株式会社地域経済研究所 06-6314-6300 大阪府大阪市中央区石町一丁目１番１号 調査・研究／その他役務／

938 市内 株式会社地域整備機構 083-224-1241 山口県下関市伊崎町一丁目１番１５号
印刷製本／庁舎等管理業務／建物等保守管理／廃棄物処理（収集・運搬・処分等）／警備／調査・
研究／電気通信サービス／コンピュータサービス／企画製作／写真・製図／整備／その他役務／

939 市内 有限会社Ｃｅｌｅｓｔｉａｌｅ 083-245-0315 山口県下関市長府松小田中町２番１３号
建物等保守管理／電気通信サービス／コンピュータサービス／企画製作／写真・製図／賃貸借
（リース）／その他役務／

940 市外 株式会社筑豊製作所 092-963-3181 福岡県糟屋郡新宮町大字的野字香ノ木７４１番１ 機械器具／車両関連／整備／

941 市外 地中エンジニアリング株式会社九州営業所 092-482-8231 福岡県福岡市博多区東比恵三丁目４番２号 調査・研究／整備／

942 市外 Ｃｈｕｂｂ損害保険株式会社福岡支店 092-751-5061
福岡県福岡市中央区渡辺通２－１－８２電気ビル
共創館

その他役務／

943 準市内１ 株式会社中央技術コンサルタンツ下関事務所 083-282-8531 山口県下関市松屋東町二丁目１１番２１号 調査・研究／その他役務／

944 市内 中央工業株式会社 083-231-3300 山口県下関市阿弥陀寺町８番１２号 その他物品／廃棄物処理（収集・運搬・処分等）／

945 市外 株式会社中央ジオマチックス広島営業所 082-245-3082 広島県広島市中区千田町一丁目８番３号 印刷製本／コンピュータサービス／企画製作／写真・製図／

946 市外 中央復建コンサルタンツ株式会社中国支社 082-568-0556
広島県広島市東区光町一丁目１２番１６号広島ビ
ル

調査・研究／

947 市外 中外テクノス株式会社山口支店 0834-31-4848 山口県周南市築港町５番２７号
電気・精密機器／薬品・検査用品／文房具・事務機器／庁舎等管理業務／調査・研究／コンピュー
タサービス／整備／

948 市内 中国化学洗浄工事有限会社 083-231-3001 山口県下関市椋野町二丁目３番２３号 整備／

949 市外 株式会社中国四国博報堂 082-248-0401 広島県広島市中区大手町三丁目７番５号 印刷製本／調査・研究／企画製作／

950 市外 中国芝浦電子株式会社 083-925-5000 山口県山口市宝町１番７６号
電気・精密機器／機械器具／薬品・検査用品／文房具・事務機器／広告用品／庁舎等管理業務／建
物等保守管理／電気通信サービス／コンピュータサービス／整備／賃貸借（リース）／

951 準市内１ 中国水工株式会社下関営業所 083-253-6260 山口県下関市川中本町二丁目１番８号 庁舎等管理業務／建物等保守管理／調査・研究／写真・製図／

952 準市内２ 一般財団法人中国電気保安協会 082-207-1755 広島県広島市東区二葉の里三丁目５番７号 庁舎等管理業務／調査・研究／整備／
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953 市外 中国電設工業株式会社山口支店 083-973-3611 山口県山口市小郡花園町４番１４号 電気・精密機器／文房具・事務機器／建物等保守管理／賃貸借（リース）／

954 準市内２ 中国電力株式会社 082-241-0211 広島県広島市中区小町４番３３号 その他物品／

955 準市内１ 株式会社中国ネオ下関営業所 083-253-7578 山口県下関市伊倉町三丁目６番１９号 庁舎等管理業務／建物等保守管理／廃棄物処理（収集・運搬・処分等）／

956 市外 株式会社中国パラテックス 086-224-4762 岡山県岡山市南区新保１１１６番地の７ 資材・園芸用品／建物等保守管理／

957 準市内１ 中国物産株式会社関門営業所 083-252-6532 山口県下関市宝町１１番３３号 資材・園芸用品／

958 準市内１ 株式会社中四国クボタ下関営業所 083-288-2530
山口県下関市菊川町大字楢崎字西ノ原７６３番地
１

機械器具／薬品・検査用品／車両関連／

959 市外 中電技術コンサルタント株式会社山口支社 083-972-2530 山口県山口市小郡明治一丁目１６番３号 調査・研究／電気通信サービス／コンピュータサービス／企画製作／その他役務／

960 準市内１ 株式会社中電工下関営業所 083-256-9121 山口県下関市秋根本町一丁目１番８号 庁舎等管理業務／

961 準市内２ 株式会社中冷山口 0835-22-3147 山口県防府市大字高井３１４番地１ 電気・精密機器／機械器具／庁舎等管理業務／賃貸借（リース）／

962 市内 長寿製パン株式会社 083-231-0300 山口県下関市本町一丁目２番４号 食料品／

963 市外 株式会社長大山口事務所 083-973-6164 山口県山口市小郡御幸町４番９号 調査・研究／コンピュータサービス／企画製作／その他役務／

964 市内 有限会社長府・中村畳店 083-245-1566 山口県下関市長府土居の内町１番２３号 資材・園芸用品／

965 市内 有限会社長豊建設 083-253-4896 山口県下関市大字垢田１６０６番地の１ 機械器具／建物等保守管理／廃棄物処理（収集・運搬・処分等）／整備／

966 市外 千代田エネルギーソリューションズ株式会社 092-260-6310 福岡県福岡市博多区堅粕五丁目１番１２号 電気・精密機器／機械器具／庁舎等管理業務／建物等保守管理／調査・研究／その他役務／

967 準市内１ 株式会社千代田コンサルタント山口営業所 083-228-2736 山口県下関市南部町２５番３号 調査・研究／その他役務／

968 市内 株式会社千代田商事 083-256-0099 山口県下関市秋根南町二丁目７番３０号 庁舎等管理業務／

969 市外 株式会社千代田テクノル 03-3816-5241 東京都文京区湯島一丁目７番１２号
電気・精密機器／薬品・検査用品／衣類・繊維／建物等保守管理／調査・研究／整備／その他役務
／
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970 市外 株式会社通電技術 011-863-0921 北海道札幌市白石区平和通二丁目北１１番２０号 電気・精密機器／建物等保守管理／コンピュータサービス／

971 準市内１ 株式会社ツーリスト山口下関営業所 083-223-4891 山口県下関市南部町７番５号 運送・旅行／

972 市内 ツカサ化工株式会社 083-246-1970 山口県下関市長府港町１１番１４号 機械器具／薬品・検査用品／庁舎等管理業務／調査・研究／整備／

973 市外 月島機械株式会社広島営業所 082-227-3093 広島県広島市中区橋本町１０番１０号 機械器具／薬品・検査用品／建物等保守管理／

974 市外 月島テクノメンテサービス株式会社九州支店 092-741-5180 福岡県福岡市中央区荒戸二丁目１番５号 機械器具／建物等保守管理／

975 市内 対田建築設計事務所 083-772-3122 山口県下関市豊浦町大字室津下７３４番地４ 調査・研究／

976 市内 槌屋産業株式会社 083-253-0321 山口県下関市山の田東町１３番２０号 企画製作／

977 市外 都築電気株式会社福岡オフィス 092-411-6910 福岡県福岡市博多区博多駅東一丁目１１番５号 文房具・事務機器／建物等保守管理／

978 市内 堤労働衛生コンサルタント事務所 090-5741-7752 山口県下関市長府松小田中町６番２９－６号 その他役務／

979 市内 ツハタ株式会社 083-223-1371 山口県下関市一の宮卸本町３番２２号 資材・園芸用品／

980 市内 つばめ礦油株式会社 083-223-4351 山口県下関市貴船町三丁目１番２０号 機械器具／車両関連／燃料類／整備／

981 市内 株式会社紬 083-250-6529 山口県下関市王司上町一丁目８番１８号 調査・研究／企画製作／写真・製図／その他役務／

982 市外 津森鉄工有限会社 0835-22-9759 山口県防府市新築地町３２番地４ 資材・園芸用品／消防用品／

983 市外 鶴島商事株式会社 0743-20-7199 奈良県生駒市光陽台１３番地 電気・精密機器／薬品・検査用品／文房具・事務機器／衣類・繊維／日用品／

984 市外 ＴＩＳ株式会社 03-5337-7070 東京都新宿区西新宿八丁目１７番１号 文房具・事務機器／コンピュータサービス／賃貸借（リース）／

985 市外 ＴＩＳ西日本株式会社山口事業所 0833-43-6470 山口県下松市大手町二丁目１０番２９号
電気・精密機器／文房具・事務機器／コンピュータサービス／企画製作／賃貸借（リース）／その
他役務／

986 市外 株式会社ティーアンドイー 092-524-1811 福岡県福岡市中央区清川二丁目１２番６号 企画製作／
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987 準市内１ ティーエスアルフレッサ株式会社下関支店 083-256-5023 山口県下関市大字石原８４番４ 薬品・検査用品／衣類・繊維／食料品／賃貸借（リース）／

988 市外 ＴＳＰプラス株式会社 092-627-3200 福岡県糟屋郡志免町別府北一丁目１２番３３号 衣類・繊維／広告用品／企画製作／賃貸借（リース）／

989 準市内１ 株式会社ＴＣＲ山口下関駅前店 083-224-0909 山口県下関市竹崎町４丁目１－２７ 賃貸借（リース）／

990 市外 株式会社ＴＣＥ 072-771-2140 兵庫県伊丹市北伊丹七丁目９０番地２ その他物品／コンピュータサービス／

991 市内 株式会社ティーツーエム 083-250-6250 山口県下関市長府扇町８番２０号 薬品・検査用品／

992 市外 ティーメディクス株式会社 03-3349-8590 東京都新宿区西新宿二丁目３番１号 薬品・検査用品／賃貸借（リース）／

993 市外 株式会社ディエスジャパン山口店 083-941-0091 山口県山口市下小鯖２０９８番１０ 文房具・事務機器／

994 市内 株式会社テイケイエンジニアリング 083-227-4560 山口県下関市幡生町二丁目４番２８号 調査・研究／コンピュータサービス／写真・製図／その他役務／

995 市外 株式会社ＴＫＣ 028-648-2111 栃木県宇都宮市鶴田町１７５８番地 文房具・事務機器／コンピュータサービス／賃貸借（リース）／

996 市外 株式会社帝国データバンク山口支店 083-974-5550 山口県山口市小郡黄金町８番３号 調査・研究／電気通信サービス／

997 市外 株式会社データホライゾン 082-279-5550 広島県広島市西区草津新町一丁目２１番３５号 印刷製本／コンピュータサービス／その他役務／

998 市外 株式会社テクアノーツ関西事業所 06-6841-1512 大阪府豊中市宝山町２３番１５号 電気・精密機器／機械器具／庁舎等管理業務／建物等保守管理／調査・研究／整備／その他役務／

999 市外 テクノシステム株式会社 092-582-9200 福岡県福岡市博多区井相田三丁目７番１２号 電気・精密機器／

1000 市内 株式会社テクノス 083-233-1632 山口県下関市椋野町二丁目３番１５号
電気・精密機器／機械器具／資材・園芸用品／薬品・検査用品／文房具・事務機器／文化・体育用
品／燃料類／衣類・繊維／日用品／広告用品／消防用品／その他物品／建物等保守管理／企画製作
／整備／賃貸借（リース）／

1001 市外 株式会社テクノスジャパン 092-588-6303 福岡県福岡市博多区光丘町三丁目１番５号 調査・研究／

1002 市内 有限会社デザイン・エー・トゥ・ゼット 083-250-7724 山口県下関市宝町５番１号 広告用品／企画製作／写真・製図／

1003 市外 テスコ株式会社 03-5244-5311 東京都千代田区西神田一丁目４番５号 建物等保守管理／その他役務／
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1004 市外 株式会社テスコム 092-558-3961 福岡県大野城市御笠川四丁目１１番１９号 調査・研究／

1005 市内 株式会社テッシン川口 083-252-3170 山口県下関市生野町一丁目４番３４号 建物等保守管理／整備／

1006 市内 有限会社テツ電設 083-257-6348 山口県下関市秋根南町二丁目７番３３号 庁舎等管理業務／

1007 市内 鉄道用品株式会社 083-252-8845 山口県下関市宝町３番３１号
電気・精密機器／機械器具／文房具・事務機器／文化・体育用品／日用品／印刷製本／庁舎等管理
業務／建物等保守管理／企画製作／賃貸借（リース）／その他役務／

1008 市外 デュプロ株式会社山口営業所 083-973-1561 山口県山口市小郡高砂町５－６ 文房具・事務機器／賃貸借（リース）／

1009 市内 株式会社寺内建設 083-772-1932 山口県下関市豊浦町大字川棚６９３８番地１ 資材・園芸用品／広告用品／建物等保守管理／企画製作／

1010 市外 寺岡オートドア株式会社北九州営業所 093-653-0311 福岡県北九州市八幡東区祝町二丁目７番１０号 庁舎等管理業務／

1011 市外 テルウェル西日本株式会社中国支店 082-227-5200 広島県広島市中区基町六番７８号 電気・精密機器／庁舎等管理業務／建物等保守管理／電気通信サービス／その他役務／

1012 市外 株式会社ＤＥＲＥＳＩ 083-902-0892 山口県山口市下小鯖２７２４番４ コンピュータサービス／企画製作／

1013 準市内１ テレビ山口株式会社下関支社 083-231-2103 山口県下関市細江町二丁目２番１号 企画製作／

1014 市外 株式会社テレフォーム 083-920-7661 山口県山口市大内御堀一丁目６番１号 電気・精密機器／建物等保守管理／

1015 市外 電協産業株式会社 093-871-8061 福岡県北九州市戸畑区中原東四丁目２番１号 機械器具／薬品・検査用品／

1016 市外 株式会社電算システム’ 058-279-3482 岐阜県岐阜市日置江一丁目５８番地 その他役務／

1017 市外 株式会社電通九州北九州支社 093-521-4781 福岡県北九州市小倉北区米町一丁目１－７ 企画製作／その他役務／

1018 市外 東亜グラウト工業株式会社中四国支店 082-943-7341 広島県広島市佐伯区海老園一丁目１０番３６号１ その他役務／

1019 市外 東海リース株式会社山口営業所 0834-31-5901 山口県周南市御幸通一丁目５番地 賃貸借（リース）／

1020 市外 東京インタープレイ株式会社 03-5825-4028 東京都中央区日本橋二丁目１０番８号 コンピュータサービス／
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1021 市外 株式会社東京久栄広島営業所 082-568-8032 広島県広島市南区京橋町１番２３号 調査・研究／その他役務／

1022 市外 東京コンピュータサービス株式会社福岡支店 092-431-8161 福岡県福岡市博多区博多駅東一丁目１８番２５号 文房具・事務機器／コンピュータサービス／

1023 市外 有限会社東京修復保存センター 0428-76-2301 東京都青梅市梅郷四丁目６５５番地 その他役務／

1024 準市内１ 株式会社東京商工リサーチ下関支店 083-232-8171 山口県下関市細江町２丁目２番１号 調査・研究／

1025 市外 東京書籍株式会社中国支社 082-568-2577 広島県広島市南区段原南１丁目３番５３号 文房具・事務機器／文化・体育用品／調査・研究／企画製作／

1026 市外 東京製鐵株式会社岡山工場 086-455-7154 岡山県倉敷市南畝四丁目１番１号 廃棄物処理（収集・運搬・処分等）／

1027 準市内１ 株式会社東京設計事務所山口事務所 083-229-5180 山口県下関市貴船町四丁目１番１７号３０２ 調査・研究／コンピュータサービス／

1028 市外 東京センチュリー株式会社 03-5209-6610 東京都千代田区神田練塀町３番地 賃貸借（リース）／

1029 市外 東京テクニカル・サービス株式会社 047-354-5337 千葉県浦安市今川四丁目１２番３８－１号 庁舎等管理業務／調査・研究／

1030 市外 株式会社東京法規出版 03-5977-0300 東京都文京区本駒込二丁目２９番２２号 薬品・検査用品／文化・体育用品／日用品／印刷製本／企画製作／その他役務／

1031 市外 東京法令出版株式会社 026-224-5441 長野県長野市南千歳町１００５番地 文化・体育用品／調査・研究／コンピュータサービス／企画製作／その他役務／

1032 準市内１ 株式会社東光コンサルタンツ山口営業所 083-250-3575
山口県下関市山の田東町１２番地５号エトワール
尾崎４０９号

調査・研究／その他役務／

1033 市外 株式会社トウコン・鹿児島’ 099-803-0877 鹿児島県鹿児島市上之園町４番６号 文房具・事務機器／コンピュータサービス／

1034 市外 東芝インフラシステムズ株式会社中国支社 082-212-3633 広島県広島市中区鉄砲町７番１８号 電気・精密機器／機械器具／庁舎等管理業務／建物等保守管理／整備／

1035 準市内２ 東芝エレベータ株式会社中国支社 082-504-1048 広島県広島市中区大手町二丁目７番１０号 庁舎等管理業務／

1036 市外
東芝デジタルソリューションズ株式会社中国
支社

082-212-3644 広島県広島市中区鉄砲町７番１８号 文房具・事務機器／コンピュータサービス／企画製作／賃貸借（リース）／

1037 市外 東芝ライテック株式会社九州システム営業所 050-3191-7172 福岡県福岡市中央区長浜２丁目４番地１ 建物等保守管理／
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1038 市外 東伸エンジニアリング株式会社九州支店 092-927-3337 福岡県筑紫野市原田五丁目６番２９号 機械器具／建物等保守管理／

1039 市内 東進商事株式会社 083-231-3456 山口県下関市金比羅町２番３号 衣類・繊維／日用品／消防用品／

1040 準市内１ 東武トップツアーズ株式会社下関営業所 083-231-3611 山口県下関市唐戸町２番１２号 企画製作／運送・旅行／

1041 市外 株式会社東洋アクアテック 042-758-5580 神奈川県相模原市中央区清新八丁目９番１７号 消防用品／

1042 市内 株式会社東洋機工サービス 083-256-2256 山口県下関市秋根本町一丁目１番１２号 機械器具／薬品・検査用品／車両関連／燃料類／整備／賃貸借（リース）／

1043 市外 東洋コンサルタント株式会社 0946-42-1150 福岡県朝倉郡筑前町松延７９６番地３７ 調査・研究／

1044 市外 株式会社東洋食品 03-3836-1291 東京都台東区東上野一丁目１４番４号 その他役務／

1045 市外 東洋電子商事株式会社 0836-31-3142 山口県宇部市鵜の島町４番１４号 電気・精密機器／機械器具／薬品・検査用品／文房具・事務機器／衣類・繊維／

1046 市外 東洋熱工業株式会社山口営業所 0827-28-4062 山口県岩国市南岩国町２丁目７８番３９号２０２ 庁舎等管理業務／

1047 市外 東和環境科学株式会社山口営業所 083-973-3955 山口県山口市小郡明治一丁目１５番２４号 庁舎等管理業務／調査・研究／企画製作／

1048 市外 株式会社東和テクノロジー山口営業所 083-902-5147 山口県山口市朝田９８５番地６ 調査・研究／コンピュータサービス／

1049 市外 株式会社トオーツウ 093-561-8811 福岡県北九州市小倉北区熊谷四丁目１５番７号 電気・精密機器／消防用品／庁舎等管理業務／

1050 市外 株式会社トーケミ広島営業所 082-568-7877 広島県広島市東区光町二丁目９番３０号 電気・精密機器／機械器具／資材・園芸用品／薬品・検査用品／建物等保守管理／調査・研究／

1051 市外 有限会社トータスコーポレーション 0956-47-4611 長崎県佐世保市棚方町４８８番地１７ 文化・体育用品／車両関連／賃貸借（リース）／その他役務／

1052 市外 トータリゼータエンジニアリング株式会社 03-5762-5500 東京都品川区南大井六丁目２０番１４号 電気・精密機器／文房具・事務機器／警備／コンピュータサービス／企画製作／

1053 市内 株式会社トータルサービス山口 083-231-5167 山口県下関市細江新町１番１号 庁舎等管理業務／

1054 市外 株式会社トータルメディア開発研究所 03-3221-5558 東京都千代田区紀尾井町３番２３号 企画製作／その他役務／
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1055 市外 有限責任監査法人トーマツ福岡事務所 092-751-0931
福岡県福岡市中央区天神一丁目４番２号エルガー
ラ

調査・研究／コンピュータサービス／その他役務／

1056 市内 株式会社遠山 083-249-0120 山口県下関市大字有冨４番地の６ 運送・旅行／その他役務／

1057 市外 株式会社ドーン 078-222-9700
兵庫県神戸市中央区磯上通二丁目２番２１号三宮
グランドビル５Ｆ

電気通信サービス／コンピュータサービス／企画製作／賃貸借（リース）／

1058 市内 有限会社研甚 083-245-0451 山口県下関市長府中之町２番７号 電気・精密機器／機械器具／資材・園芸用品／

1059 市内 時野博道土地家屋調査士事務所 090-3636-9139 山口県下関市豊田町大字矢田１５７番地５ その他役務／

1060 準市内１ トキワコンサルタント株式会社下関営業所 083-262-1560 山口県下関市安岡町六丁目３番３９号 文房具・事務機器／印刷製本／調査・研究／コンピュータサービス／写真・製図／その他役務／

1061 市外 株式会社常盤商会 0836-32-2377 山口県宇部市新町１２番１号
電気・精密機器／文房具・事務機器／廃棄物処理（収集・運搬・処分等）／コンピュータサービス
／企画製作／賃貸借（リース）／その他役務／

1062 準市内２ 株式会社特殊ガス商会 0836-33-2686 山口県宇部市西梶返二丁目２番７号 機械器具／薬品・検査用品／建物等保守管理／賃貸借（リース）／

1063 市外 株式会社トクスイ 088-665-4580 徳島県徳島市川内町沖島８４番地 調査・研究／その他役務／

1064 市内 株式会社得丸硝子店 083-222-7552 山口県下関市田中町９番６号 資材・園芸用品／文房具・事務機器／衣類・繊維／

1065 市外
株式会社トクヤマ資源リサイクル営業グルー
プ

0834-34-2505 山口県周南市御影町１番１号 廃棄物処理（収集・運搬・処分等）／

1066 市外 トクヤマ海陸運送株式会社 0834-31-3668 山口県周南市築港町２番１８号 廃棄物処理（収集・運搬・処分等）／

1067 市外 株式会社徳山ビルサービス 0834-36-3880 山口県周南市大字栗屋５０番地の１１ 庁舎等管理業務／建物等保守管理／廃棄物処理（収集・運搬・処分等）／調査・研究／

1068 市外 都市環境整備株式会社山口支店 08387-2-1522 山口県萩市大字下田万４９１番地１ 調査・研究／

1069 市外 都市産業株式会社 0836-83-2830 山口県宇部市大字船木６１番４１ 廃棄物処理（収集・運搬・処分等）／

1070 市外 株式会社図書館流通センター 03-3943-2221 東京都文京区大塚三丁目１番１号
文房具・事務機器／文化・体育用品／建物等保守管理／電気通信サービス／コンピュータサービス
／その他役務／

1071 市内 土地家屋調査士川井久二夫 083-282-4385 山口県下関市小月小島二丁目７番２８号 その他役務／
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1072 市内 土地家屋調査士福田合同事務所 083-772-2424 山口県下関市豊浦町大字川棚７１００番地１１ その他役務／

1073 市内 特機システム電機株式会社 083-254-0666 山口県下関市宝町５番１号
電気・精密機器／機械器具／文房具・事務機器／文化・体育用品／庁舎等管理業務／建物等保守管
理／整備／

1074 市外 トッパン・フォームズ株式会社北九州営業所 093-521-3767 福岡県北九州市小倉北区堺町一丁目６番１５号 文房具・事務機器／印刷製本／コンピュータサービス／その他役務／

1075 市外 株式会社とっぺん 0952-28-7225 佐賀県佐賀市鍋島町大字八戸３１９０番地３ 調査・研究／コンピュータサービス／企画製作／写真・製図／

1076 市内 有限会社冨岡庭園 083-249-5970 山口県下関市大字吉田１１８０番地 建物等保守管理／

1077 市内 有限会社冨田工務店 083-277-0100 山口県下関市椋野町二丁目１３番３８号 建物等保守管理／

1078 市内 冨田電気管理事務所 083-267-5328 山口県下関市彦島向井町二丁目２番２１号 庁舎等管理業務／

1079 市外 株式会社トムス北九州営業所 093-591-8363 福岡県北九州市小倉北区西港町８３番５号
電気・精密機器／機械器具／薬品・検査用品／文房具・事務機器／衣類・繊維／整備／賃貸借
（リース）／

1080 市外 株式会社ＴＯＭＯＥ九州支社 092-711-1248 福岡県福岡市中央区舞鶴一丁目３番１４号 広告用品／企画製作／

1081 市外 巴工業株式会社大阪支店 06-6457-2897 大阪府大阪市北区梅田二丁目２番２２号 車両関連／

1082 市内 有限会社豊浦衛生社 083-774-2811 山口県下関市豊浦町大字川棚６２７６番地の１ 建物等保守管理／廃棄物処理（収集・運搬・処分等）／

1083 市内 株式会社豊浦環境管理センター 083-772-3426 山口県下関市豊浦町大字黒井２１２１番地１
電気・精密機器／機械器具／資材・園芸用品／薬品・検査用品／車両関連／庁舎等管理業務／建物
等保守管理／廃棄物処理（収集・運搬・処分等）／調査・研究／整備／賃貸借（リース）／

1084 市内 株式会社豊浦自動車整備工場 083-772-0537
山口県下関市豊浦町大字川棚字二王丸７３１３番
１

車両関連／燃料類／整備／

1085 市内 豊浦ナーセリー 083-287-0314 山口県下関市菊川町久野５６６番地３ 資材・園芸用品／

1086 準市内１ 株式会社豊田工務所下関事業所 083-250-6101 山口県下関市菊川町大字下岡枝１７０番地４ その他役務／

1087 市内 株式会社豊田石油店 083-766-0047 山口県下関市豊田町大字中村３番地１ 燃料類／

1088 市内 豊田タクシー有限会社 083-766-0246 山口県下関市豊田町大字矢田２６９番地の１ 運送・旅行／
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1089 準市内２ 株式会社トヨタレンタリース山口 083-973-0944 山口県山口市小郡下郷第９４５番の２ 賃貸借（リース）／

1090 市内 有限会社豊電 083-772-2628 山口県下関市豊浦町大字黒井２３３４番地の４
電気・精密機器／機械器具／薬品・検査用品／庁舎等管理業務／廃棄物処理（収集・運搬・処分
等）／

1091 市内 有限会社豊原商会 083-766-1862 山口県下関市豊田町大字矢田４７１番地 その他物品／廃棄物処理（収集・運搬・処分等）／運送・旅行／

1092 準市内２ トラストパーク株式会社 092-437-8911 福岡県福岡市博多区博多駅南五丁目１５番１８号 電気・精密機器／機械器具／建物等保守管理／

1093 準市内１ 株式会社ドラムエンジニアリング下関営業所 083-257-5232 山口県下関市秋根本町一丁目５番６号 調査・研究／コンピュータサービス／その他役務／

1094 市外 トランス・コスモス株式会社 050-1751-7700 東京都渋谷区東一丁目２番２０号 その他役務／

1095 市外 株式会社トランスワード 078-858-6037 兵庫県神戸市東灘区向洋町中六丁目９番地 文房具・事務機器／日用品／広告用品／電気通信サービス／コンピュータサービス／企画製作／

1096 市外 株式会社ドリームホップ 050-1741-7172 東京都千代田区飯田橋一丁目８番１０号 その他役務／

1097 市外 株式会社トルネックス 03-5643-5800 東京都中央区日本橋小舟町６番６号 機械器具／庁舎等管理業務／

1098 市外 ドンネロン株式会社 0836-22-3111 山口県宇部市浜町二丁目１２番４号 衣類・繊維／日用品／消防用品／

1099 市外 内外化学製品株式会社若松事業所 093-791-3421 福岡県北九州市若松区南二島四丁目１３番７号 機械器具／薬品・検査用品／

1100 市内 内藤電気店 083-783-0015 山口県下関市豊北町大字田耕６４５０番地２ 電気・精密機器／庁舎等管理業務／建物等保守管理／整備／

1101 市内 株式会社中岩商会 083-223-5206 山口県下関市貴船町三丁目４番５号 電気・精密機器／機械器具／資材・園芸用品／消防用品／

1102 市内 株式会社ナカガワ 083-256-0838 山口県下関市秋根上町３丁目２－２９ 整備／

1103 市内 有限会社中川建設 083-774-1686 山口県下関市豊浦町大字川棚３３４４番地の１ 機械器具／資材・園芸用品／建物等保守管理／企画製作／

1104 市外 中川製袋化工株式会社大竹工場 0827-57-2161 広島県大竹市港町一丁目５番１号 日用品／

1105 市内 長﨑土地家屋調査士事務所 080-6245-2364 山口県下関市小月公園町４番４０号 その他役務／
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1106 市内 中島自動車補器株式会社 083-223-4104 山口県下関市椋野町一丁目２番７号
電気・精密機器／機械器具／車両関連／燃料類／日用品／消防用品／電気通信サービス／整備／そ
の他役務／

1107 市内 株式会社ＮＡＧＡＴＡ 083-227-4793 山口県下関市大字延行１０１１３番地５ 車両関連／

1108 市外 長田広告株式会社 0567-26-5251 愛知県津島市東柳原町五丁目５番地１ 広告用品／企画製作／

1109 市内 株式会社中谷建設 083-282-0516 山口県下関市小月京泊３番２８号 建物等保守管理／調査・研究／

1110 市内 長門造船株式会社 083-223-8251 山口県下関市伊崎町二丁目１４番１０号 整備／

1111 市外 有限会社長門ビルサービス 0837-26-1598 山口県長門市仙崎４２７６番地の１ 庁舎等管理業務／

1112 市外 株式会社中西製作所山口営業所 083-976-8831 山口県山口市小郡花園町１番５１号 機械器具／薬品・検査用品／日用品／整備／

1113 準市内１
中日本建設コンサルタント株式会社山口事務
所

083-233-2260 山口県下関市貴船町三丁目１４番３１号 調査・研究／コンピュータサービス／企画製作／整備／その他役務／

1114 市外 中日本航空株式会社福岡支店 092-483-5013 福岡県福岡市博多区博多駅東一丁目１４番３３号 調査・研究／写真・製図／

1115 市外 株式会社ナカノ 0979-32-0005 大分県中津市大字野依７０２番地１ 文房具・事務機器／広告用品／

1116 市内 有限会社中野クリーン住設 083-774-1241
山口県下関市豊浦町豊洋台二丁目５６５番地の５
９

建物等保守管理／

1117 市内 株式会社長野工務店 083-232-3277 山口県下関市宮田町一丁目３番４号 庁舎等管理業務／建物等保守管理／

1118 市内 中橋土地家屋調査士事務所 083-287-0515 山口県下関市菊川町大字上岡枝２２８９番地 調査・研究／その他役務／

1119 市外 ナカバヤシ株式会社広島営業所 082-536-0250 広島県広島市西区大芝三丁目１３－１０ 文房具・事務機器／印刷製本／建物等保守管理／その他役務／

1120 市内 中原印房 083-232-0945 山口県下関市豊前田町二丁目６番１９号 文房具・事務機器／

1121 市内 株式会社ナカハラプリンテックス 083-266-4601 山口県下関市大和町二丁目１０番７号 広告用品／印刷製本／調査・研究／企画製作／

1122 市内 中村建築設計室 083-256-1281 山口県下関市形山町２番２８号 建物等保守管理／調査・研究／
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1123 市内 中村将二土地家屋調査士事務所 083-255-6533 山口県下関市幡生町二丁目９番１９号 その他役務／

1124 市外 株式会社ナカムラ消防化学福岡営業所 092-461-8202
福岡県福岡市博多区東光２丁目１８番３７号セイ
ントビル１Ｆ１０１

車両関連／消防用品／

1125 市内 中村電気管理事務所 083-242-8171 山口県下関市貴船町四丁目１０番３号 庁舎等管理業務／

1126 市内 ナカモト株式会社 083-287-0011 山口県下関市菊川町大字下岡枝１６５番地の２ 車両関連／整備／賃貸借（リース）／

1127 市内 長山電機産業株式会社 083-266-0188 山口県下関市彦島江の浦町九丁目４番１９号
電気・精密機器／機械器具／資材・園芸用品／薬品・検査用品／文房具・事務機器／文化・体育用
品／車両関連／日用品／消防用品／庁舎等管理業務／建物等保守管理／コンピュータサービス／整
備／

1128 市外 株式会社ナガワ山口営業所 083-941-1516 山口県山口市下小鯖２８４２－１ 消防用品／賃貸借（リース）／

1129 市外 有限会社浪速酸素商会 093-961-4056
福岡県北九州市小倉南区横代南町五丁目１番１５
号

薬品・検査用品／建物等保守管理／

1130 市内 特定非営利活動法人ＮＡＢＵＣ 090-7549-7682 山口県下関市前勝谷町５番２３号 電気・精密機器／機械器具／コンピュータサービス／企画製作／

1131 準市内１ 株式会社ナラブン下関支店 083-254-1501 山口県下関市生野町二丁目３４番２４号 電気・精密機器／文房具・事務機器／文化・体育用品／調査・研究／

1132 準市内１ 南海測量設計株式会社下関営業所 083-250-6422
山口県下関市武久町一丁目６９番３５号コーポラ
スはまゆう１０６号

調査・研究／写真・製図／その他役務／

1133 市内 新名設計事務所 083-283-0451 山口県下関市王喜宇津井一丁目５番４３号 調査・研究／

1134 市内 有限会社西市観光タクシー 083-766-0088 山口県下関市豊田町大字矢田２６９番地の１ 運送・旅行／

1135 市内 有限会社西河リビングセンター 083-223-4319 山口県下関市豊前田町二丁目６番１８号 電気・精密機器／機械器具／資材・園芸用品／文房具・事務機器／衣類・繊維／日用品／

1136 市内 株式会社西島組 083-788-0253 山口県下関市豊北町大字矢玉１５０番地の１ 建物等保守管理／

1137 市内 西島書店 083-782-0162 山口県下関市豊北町大字滝部８４４番地１６ 文房具・事務機器／文化・体育用品／

1138 市内 西嶋造園 083-782-1121 山口県下関市豊北町大字滝部２７９５番地 建物等保守管理／

1139 市内 有限会社西島モータース 083-782-0071 山口県下関市豊北町大字滝部８７２番地の３ 車両関連／
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1140 市外 株式会社ニシ・スポーツ 03-6369-9000 東京都江東区新砂三丁目１番１８号 文化・体育用品／建物等保守管理／

1141 市内 有限会社西田設備 083-256-9020 山口県下関市大字内日下２６３２番地 建物等保守管理／

1142 市外 西鉄情報システム株式会社 092-645-2525 福岡県福岡市博多区千代四丁目１番３３号 コンピュータサービス／

1143 市内 西長門コンクリート株式会社 083-783-0221 山口県下関市豊北町大字田耕４１３８番地の２ 資材・園芸用品／

1144 市外 株式会社西日本新聞メディアラボ 092-731-2282
福岡県福岡市中央区天神一丁目４番１号西日本新
聞会館

コンピュータサービス／企画製作／

1145 市外 西日本ペットボトルリサイクル株式会社 093-761-7733 福岡県北九州市若松区響町一丁目６２番 その他物品／その他役務／

1146 市外 西日本医療サービス株式会社 0836-83-4376 山口県山陽小野田市大字西高泊１３５２番地１１
機械器具／薬品・検査用品／文房具・事務機器／衣類・繊維／日用品／食料品／賃貸借（リース）
／その他役務／

1147 市内 西日本液化ガス株式会社下関支店 083-249-0066 山口県下関市長府扇町３番３０号 機械器具／燃料類／建物等保守管理／

1148 市外 西日本エレベータ株式会社 092-624-7570 福岡県福岡市東区多の津４－６－４ 庁舎等管理業務／

1149 市外 株式会社西日本環境 078-643-2809 兵庫県神戸市長田区長田町七丁目３番２号 廃棄物処理（収集・運搬・処分等）／

1150 市外 西日本環境リサーチ株式会社 093-642-3733 福岡県北九州市八幡西区鷹の巣二丁目３番３１号 調査・研究／

1151 市内 西日本管工事株式会社 083-282-2153 山口県下関市小月南町６番１６号 機械器具／庁舎等管理業務／建物等保守管理／整備／

1152 市内 株式会社西日本コーリングサービス 083-231-7780 山口県下関市椋野町二丁目３番１５号 車両関連／

1153 市外
一般財団法人西日本産業衛生会北九州産業衛
生診療所

093-671-8100 福岡県北九州市八幡東区東田一丁目四番八号 庁舎等管理業務／調査・研究／その他役務／

1154 市外 株式会社西日本水道センター広島支店 082-502-4721 広島県広島市中区八丁堀一丁目２３番９１５ 調査・研究／

1155 市外 株式会社西日本測研社 093-581-9621 福岡県北九州市小倉北区中井一丁目４２番１８号 調査・研究／コンピュータサービス／企画製作／写真・製図／その他役務／

1156 市内 西日本畳株式会社 083-222-3098 山口県下関市本町一丁目１番２２号 資材・園芸用品／
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1157 市外 西日本地図出版株式会社 092-521-0748 福岡県福岡市南区大楠二丁目８番１３号 印刷製本／写真・製図／その他役務／

1158 市外 西日本電信電話株式会社山口支店 083-923-4416 山口県山口市熊野町４番５号
電気・精密機器／文房具・事務機器／建物等保守管理／電気通信サービス／コンピュータサービス
／賃貸借（リース）／その他役務／

1159 市外 西日本フードサービス株式会社 093-951-9091 福岡県北九州市小倉南区下城野三丁目３番２号 その他役務／

1160 市外 株式会社西日本リサーチ・センター 092-751-7968 福岡県福岡市中央区今泉一丁目４番１号 調査・研究／

1161 準市内１
西日本リネンサプライ株式会社リースキン下
関営業所

083-263-3607 山口県下関市一の宮町四丁目１４番１８号 電気・精密機器／文房具・事務機器／日用品／庁舎等管理業務／賃貸借（リース）／

1162 市外 株式会社西原環境関西支店 072-710-7750 大阪府箕面市船場東三丁目４番１７号 電気・精密機器／機械器具／薬品・検査用品／建物等保守管理／

1163 市内 有限会社西村電器商会 083-766-0026 山口県下関市豊田町大字矢田２７０番地の１０ 電気・精密機器／

1164 市内 有限会社ニシモト 083-232-5800 山口県下関市大坪本町２６番１６号 廃棄物処理（収集・運搬・処分等）／

1165 市内 にしよね庭園 083-265-5743 山口県下関市勝谷新町三丁目１５番１号 建物等保守管理／

1166 市外 株式会社ニチイ学館 03-5834-5100 東京都千代田区神田駿河台四丁目６番地
文化・体育用品／庁舎等管理業務／調査・研究／コンピュータサービス／賃貸借（リース）／その
他役務／

1167 市外 株式会社日米クック 06-6452-2135 大阪府大阪市北区大淀中一丁目１７番２２号 その他役務／

1168 市外 日米電子株式会社 092-522-3163 福岡県福岡市中央区大宮一丁目３番１０号 電気・精密機器／

1169 市外 日化メンテナンス株式会社山口出張所 083-901-6900 山口県山口市大字黒川３７２ 機械器具／

1170 市内 日環特殊株式会社 083-253-7797 山口県下関市山の田東町７番１号 機械器具／薬品・検査用品／建物等保守管理／廃棄物処理（収集・運搬・処分等）／

1171 市外 株式会社ニック 092-504-2489 福岡県大野城市川久保三丁目１番２３号 文房具・事務機器／賃貸借（リース）／

1172 準市内１ 株式会社日建技術コンサルタント山口事務所 083-263-6333 山口県下関市秋根北町５番７号 調査・研究／コンピュータサービス／写真・製図／

1173 市外 株式会社日建設計総合研究所 03-5259-6080 東京都千代田区飯田橋二丁目１８番３号 調査・研究／
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1174 準市内１ 株式会社日航コンサルタント下関営業所 083-261-5311 山口県下関市彦島迫町一丁目１２番２９号 印刷製本／調査・研究／コンピュータサービス／企画製作／写真・製図／その他役務／

1175 市外 株式会社ニッコク広島支店 082-297-0314 広島県広島市西区東観音町６番９－１０２号 電気・精密機器／整備／

1176 準市内１ 株式会社日産技術コンサルタント山口事務所 083-249-1581 山口県下関市長府扇町７番１３号 調査・研究／企画製作／写真・製図／その他役務／

1177 準市内２ 日産部品山口販売株式会社 083-941-2386 山口県山口市下小鯖１１０２１番地１０ 車両関連／

1178 市外 日清医療食品株式会社中国支店 082-211-1230 広島県広島市中区八丁堀３番３３号 食料品／その他役務／

1179 市内
株式会社ニッシンコーポレーションダスキン
幡生支店

083-233-0100 山口県下関市椋野町三丁目１２番１９号 庁舎等管理業務／賃貸借（リース）／その他役務／

1180 市内 日新商事株式会社 083-248-6438 山口県下関市長府扇町８番３３号 日用品／コンピュータサービス／その他役務／

1181 市外 日進設備工業株式会社 088-831-5000 高知県高知市百石町四丁目１１番６号 調査・研究／

1182 市内 株式会社日新造園 083-265-6214 山口県下関市宮田町二丁目１５番３号 建物等保守管理／企画製作／

1183 市外 日新電機株式会社中国支店 082-246-9701 広島県広島市中区中町７番２３号 電気・精密機器／機械器具／庁舎等管理業務／建物等保守管理／

1184 準市内１ 株式会社日水コン山口事務所 083-229-4313 山口県下関市椋野町二丁目２番１６号 調査・研究／コンピュータサービス／写真・製図／賃貸借（リース）／

1185 市外 日成ビルド工業株式会社広島支店 082-263-6255
広島県広島市東区上大須賀町１番１６号交通会館
ビル３Ｆ

賃貸借（リース）／

1186 市内 日繊産業株式会社 083-252-0267 山口県下関市幡生宮の下町２８番１５号 資材・園芸用品／薬品・検査用品／文化・体育用品／衣類・繊維／広告用品／

1187 市内 株式会社新田理研 083-253-1369 山口県下関市綾羅木本町四丁目８番２５号 機械器具／建物等保守管理／

1188 市内 株式会社新田理研メンテナンス 083-249-6400 山口県下関市豊浦町大字黒井１８１１番地３ 機械器具／建物等保守管理／

1189 市外
日通リース＆ファイナンス株式会社広島支店
山口営業所

083-973-2613 山口県山口市小郡みらい町１－１－１０ 賃貸借（リース）／

1190 市外 株式会社日展 06-6362-2210 大阪府大阪市北区万歳町３番７号 広告用品／企画製作／

Page 70/104



下関市物品・役務競争入札参加有資格者名簿
（五十音順）

№ 地域区分 商号又は名称 電話番号 所在地 参加希望業種(大分類）

1191 市外 日東工営株式会社九州支店 092-271-8431 福岡県福岡市博多区店屋町１番３５号 資材・園芸用品／賃貸借（リース）／

1192 準市内２ 日本オーチス・エレベータ株式会社中国支店 082-263-7111 広島県広島市南区稲荷町４番１号 庁舎等管理業務／

1193 市外 日本カーソリューションズ株式会社広島支店 082-211-1190 広島県広島市中区東白島町１４番１５号 賃貸借（リース）／

1194 市外 株式会社日本海洋科学 044-548-9130 神奈川県川崎市幸区堀川町５８０番地 調査・研究／

1195 市外 日本カルミック株式会社 03-3230-6753 東京都千代田区九段南一丁目５番１０号 機械器具／薬品・検査用品／日用品／庁舎等管理業務／賃貸借（リース）／

1196 市外 日本キャタピラー合同会社山口営業所 0837-52-9122 山口県美祢市大嶺町東分３０５８番地６０ 車両関連／

1197 市外 日本コンピューター株式会社 093-521-8123 福岡県北九州市小倉北区鍛冶町二丁目４番１号 文房具・事務機器／調査・研究／コンピュータサービス／企画製作／賃貸借（リース）／

1198 市外 日本磁力選鉱株式会社 093-521-4402 福岡県北九州市小倉北区馬借三丁目６番４２号 その他物品／廃棄物処理（収集・運搬・処分等）／

1199 準市内１ 日本通運株式会社下関支店 083-261-1533 山口県下関市東大和町二丁目６番２号 廃棄物処理（収集・運搬・処分等）／警備／運送・旅行／

1200 市外 日本電気株式会社中国支社 082-512-1311 広島県広島市中区八丁堀１６番１１号
電気・精密機器／薬品・検査用品／文房具・事務機器／庁舎等管理業務／建物等保守管理／電気通
信サービス／コンピュータサービス／整備／賃貸借（リース）／その他役務／

1201 市外 日本トーター株式会社 03-5783-2200 東京都港区港南二丁目１６番１号 電気・精密機器／文房具・事務機器／庁舎等管理業務／警備／コンピュータサービス／企画製作／

1202 準市内１
日本舶用エレクトロニクス株式会社下関営業
所

083-231-0008 山口県下関市伊崎町一丁目４番１２号 電気・精密機器／

1203 市外 株式会社日本マンパワー 03-5294-5011 東京都千代田区神田東松下町４７番１号 建物等保守管理／企画製作／その他役務／

1204 準市内２ ニッポンレンタカー中国株式会社 082-249-3751 広島県広島市中区東千田町二丁目１０番６号 賃貸借（リース）／

1205 市外 日本アイ・ビー・エム株式会社 03-6667-1111 東京都中央区日本橋箱崎町１９番２１号
電気・精密機器／文房具・事務機器／電気通信サービス／コンピュータサービス／賃貸借（リー
ス）／その他役務／

1206 市外 有限会社日本一安い罠の店 097-583-6767 大分県由布市挾間町来鉢２９９６番地２ 機械器具／

1207 準市内１ 株式会社日本インシーク山口営業所 083-228-0144 山口県下関市本町一丁目４番３号 調査・研究／コンピュータサービス／写真・製図／その他役務／
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1208 市外 株式会社日本ウォーターテックス 0480-43-3601 埼玉県幸手市緑台一丁目１９番１１号 その他役務／

1209 市外 日本エネルギー総合システム株式会社 087-813-5908 香川県高松市林町１９６４番地１ その他物品／

1210 市外 日本エレベーター製造株式会社福岡営業所 092-411-0193 福岡県福岡市博多区東光二丁目３番１８号 庁舎等管理業務／

1211 市内 日本海洋産業株式会社 083-267-0031 山口県下関市大和町一丁目５番８号
機械器具／薬品・検査用品／車両関連／燃料類／日用品／庁舎等管理業務／調査・研究／整備／賃
貸借（リース）／その他役務／

1212 市外 一般社団法人日本家族計画協会 03-3269-4797 東京都新宿区市谷田町一丁目１０番地 薬品・検査用品／文化・体育用品／日用品／消防用品／

1213 市外
一般財団法人日本環境衛生センター西日本支
局

092-593-8225 福岡県大野城市白木原三丁目５番１１号 調査・研究／その他役務／

1214 市外 日本環境分析センター株式会社 06-6380-6660 大阪府摂津市千里丘５丁目１６番２１号 庁舎等管理業務／調査・研究／

1215 市外 日本管財株式会社 0798-35-2200 兵庫県西宮市六湛寺町９番１６号 庁舎等管理業務／警備／

1216 準市内２ 株式会社日本管財環境サービス中国支店 083-976-0345 山口県山口市小郡高砂町２番７号
電気・精密機器／機械器具／薬品・検査用品／消防用品／庁舎等管理業務／建物等保守管理／廃棄
物処理（収集・運搬・処分等）／整備／

1217 市外 一般財団法人日本気象協会九州支社 092-833-8721 福岡県福岡市早良区西新一丁目１０番２７号 調査・研究／電気通信サービス／コンピュータサービス／

1218 市内 日本給食品株式会社 083-267-1136 山口県下関市彦島西山町二丁目１番２５号 食料品／

1219 市外 日本空調サービス株式会社中四国支店 082-962-4061 広島県広島市西区三篠町一丁目３番１２号 機械器具／薬品・検査用品／庁舎等管理業務／

1220 市外 一般社団法人日本経営協会九州本部 092-431-3365 福岡県福岡市博多区博多駅前一丁目６番１６号 その他役務／

1221 市外 株式会社日本経済研究所 03-6214-4615 東京都千代田区大手町一丁目９番２号 調査・研究／その他役務／

1222 市外 日本原料株式会社九州営業所 092-474-5553 福岡県福岡市博多区博多駅東一丁目１４番３４号 資材・園芸用品／薬品・検査用品／

1223 市外 日本工営株式会社山口事務所 083-925-1870 山口県山口市中央五丁目７番３号 電気・精密機器／調査・研究／電気通信サービス／コンピュータサービス／

1224 市外 一般社団法人日本公園緑地協会 03-5833-8551
東京都千代田区岩本町三丁目９番１３号岩本町寿
共同ビル

調査・研究／コンピュータサービス／
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1225 市外 有限会社日本交通流動リサーチ 052-753-3160
愛知県名古屋市名東区一社二丁目３０番地東名グ
ランドビル８階

調査・研究／コンピュータサービス／

1226 市外 日本光電工業株式会社中国支店 050-3819-4755 広島県広島市西区楠木町三丁目１５番８号 薬品・検査用品／消防用品／賃貸借（リース）／その他役務／

1227 市外
株式会社日本港湾コンサルタント九州支店
山口事務所

0837-65-2210 山口県美祢市秋芳町別府７９５番地 調査・研究／

1228 市外 一般財団法人日本国際協力センター九州支所 093-512-3620 福岡県北九州市小倉北区浅野三丁目８番１号 運送・旅行／その他役務／

1229 市外 日本国民食株式会社 03-6861-4499 東京都中央区日本橋堀留町二丁目４番３号 その他役務／

1230 市外 株式会社日本サーモエナー山口営業所 083-972-2666 山口県山口市小郡花園町５番２３号 薬品・検査用品／庁舎等管理業務／整備／

1231 市外 株式会社日本サポートサービス 03-3291-6943
東京都千代田区神田駿河台二丁目９番地駿河台フ
ジヴュービル

コンピュータサービス／その他役務／

1232 市外 日本システム企画株式会社 03-3377-1106 東京都渋谷区笹塚二丁目２１番１２号 機械器具／

1233 市外 日本システム技術株式会社 06-4560-1050 大阪府大阪市北区中之島二丁目３番１８号 調査・研究／コンピュータサービス／企画製作／その他役務／

1234 市外 日本昇降機株式会社 092-572-6056 福岡県福岡市博多区麦野四丁目７番６号 庁舎等管理業務／

1235 市外 日本水工設計株式会社山口事務所 083-974-5866 山口県山口市小郡下郷８４６番地１２ 調査・研究／コンピュータサービス／

1236 市外 株式会社日本スイコー北九州支店 093-641-6508 福岡県北九州市八幡西区藤田二丁目２番１７号 調査・研究／

1237 市外 日本水道管路株式会社 03-3531-6300 東京都中央区晴海三丁目１３番１－４９２３号 調査・研究／

1238 市外 株式会社日本総合科学広島支所 082-263-6561 広島県広島市東区二葉の里一丁目２ー７ 調査・研究／その他役務／

1239 市外 株式会社日本総合研究所 080-4950-3336 東京都品川区東五反田二丁目１８番１号 調査・研究／

1240 市外 日本調理機株式会社中国支店 082-239-0655 広島県広島市西区楠木町三丁目６番地９号 機械器具／

1241 市外 日本通信紙株式会社福岡支店 092-632-3550 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭五丁目７番１１号 文房具・事務機器／印刷製本／コンピュータサービス／
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1242 市外 日本電技株式会社山口営業所 083-972-2722 山口県山口市小郡高砂町３番２６号 電気・精密機器／庁舎等管理業務／

1243 市外 株式会社日本統計センター 093-521-3726 福岡県北九州市小倉北区堺町一丁目２番１６号 調査・研究／コンピュータサービス／

1244 市外 日本都市技術株式会社西日本支社 092-433-4700 福岡県福岡市博多区博多駅前一丁目４番１号 調査・研究／その他役務／

1245 市外 株式会社日本ドリコム 03-6746-0050
東京都中央区新川一丁目２８番４４号新川Ｋ・Ｔ
ビル６階

文房具・事務機器／文化・体育用品／日用品／広告用品／調査・研究／コンピュータサービス／企
画製作／その他役務／

1246 市外
株式会社日本ビジネスデータープロセシング
センター

078-332-0871 兵庫県神戸市中央区伊藤町１１９番地 文房具・事務機器／コンピュータサービス／その他役務／

1247 準市内１ 日本物理探鑛株式会社山口営業所 083-242-2980 山口県下関市秋根本町二丁目１０番１０号４０９ 調査・研究／

1248 市外 一般財団法人日本不動産研究所山口支所 083-922-8110 山口県山口市米屋町１番１５号 調査・研究／その他役務／

1249 市外 日本ベンダーネット株式会社 03-3265-0978 東京都千代田区飯田橋四丁目８番３号 電気・精密機器／文房具・事務機器／印刷製本／警備／企画製作／

1250 市外 日本無線株式会社山口営業所 083-923-7857 山口県山口市神田町５番１１号 電気・精密機器／建物等保守管理／電気通信サービス／コンピュータサービス／整備／

1251 市外 日本メックス株式会社中国支店 082-223-3100 広島県広島市中区東白島町１４番１５号 消防用品／庁舎等管理業務／

1252 市外 株式会社日本メディカ 03-5388-9515 東京都日野市高幡５０７番地４－４１３ コンピュータサービス／その他役務／

1253 市外
日本メンテナスエンジニヤリング株式会社中
国支店

082-263-1061 広島県広島市南区京橋町８番１８号
電気・精密機器／機械器具／薬品・検査用品／建物等保守管理／調査・研究／コンピュータサービ
ス／

1254 市外 株式会社日本旅行山口支店 083-972-2211 山口県山口市小郡高砂町３番２４号伸光ビル４階
電気・精密機器／調査・研究／コンピュータサービス／企画製作／写真・製図／運送・旅行／その
他役務／

1255 市外 日本旅行ビジネスソリューションズ株式会社 06-4796-3733
大阪府大阪市北区梅田一丁目１１番４号大阪駅前
第４ビル１２階

印刷製本／企画製作／運送・旅行／その他役務／

1256 市外 株式会社日本レジャーチャンネル 03-6234-1321 東京都港区六本木五丁目１６番地７号 日用品／コンピュータサービス／企画製作／その他役務／

1257 市外 株式会社日本レップス四国営業所 088-679-4456 徳島県徳島市川内町平石若宮８番７ 調査・研究／

1258 市外 株式会社日本漏防コンサルタント広島営業所 082-962-9937 広島県広島市安佐南区緑井八丁目３－５－１０１ 調査・研究／

Page 74/104



下関市物品・役務競争入札参加有資格者名簿
（五十音順）

№ 地域区分 商号又は名称 電話番号 所在地 参加希望業種(大分類）

1259 市外 株式会社ニュージャパンナレッジ 083-941-0300 山口県山口市大内御堀３７７７番地の２
文房具・事務機器／調査・研究／コンピュータサービス／企画製作／写真・製図／賃貸借（リー
ス）／その他役務／

1260 市内 庭平 090-5264-8495 山口県下関市武久西原台９－２５ 建物等保守管理／

1261 市外 株式会社ネクシィーズ 03-6415-1210
東京都渋谷区桜丘町２０番４号ネクシィーズスク
エアビル

電気・精密機器／機械器具／賃貸借（リース）／

1262 市外 株式会社ネクシィーズ・ゼロ 03-6415-1210
東京都渋谷区桜丘町２０番４号ネクシィーズスク
エアビル

電気・精密機器／その他物品／賃貸借（リース）／

1263 市外 Ｎｅｘｔ－ｉ株式会社九州支店 092-231-5515 福岡県福岡市博多区博多駅東一丁目１２番５号 調査・研究／

1264 市内 有限会社根来測器 083-255-0103 山口県下関市伊倉本町２番２９号
電気・精密機器／機械器具／資材・園芸用品／文房具・事務機器／文化・体育用品／衣類・繊維／
日用品／広告用品／消防用品／整備／賃貸借（リース）／その他役務／

1265 市外 ネットイノベーション株式会社 092-881-1310
福岡県福岡市西区拾六町二丁目１９－２－Ⅲ－１
０１

庁舎等管理業務／

1266 市外 ネットワンシステムズ株式会社 03-6433-1724 東京都千代田区丸の内二丁目７番２号 文房具・事務機器／コンピュータサービス／賃貸借（リース）／

1267 市内 野村興業株式会社 083-252-6411 山口県下関市古屋町一丁目１９番１号
資材・園芸用品／建物等保守管理／廃棄物処理（収集・運搬・処分等）／調査・研究／運送・旅行
／その他役務／

1268 市外 株式会社乃村工藝社 03-5962-1171 東京都港区台場二丁目３番４号 文房具・事務機器／広告用品／建物等保守管理／企画製作／

1269 準市内１ 野村證券株式会社下関支店 083-231-3211 山口県下関市細江町一丁目３番１５号 調査・研究／その他役務／

1270 市内 野村電気管理事務所 083-265-9749 山口県下関市勝谷新町四丁目１２番２８号 庁舎等管理業務／

1271 市外 株式会社ノムラメディアス大阪事業所 06-6649-3336 大阪府大阪市浪速区難波中二丁目１０番７０号
電気・精密機器／機械器具／文房具・事務機器／文化・体育用品／広告用品／建物等保守管理／企
画製作／整備／その他役務／

1272 市外 パーソルテンプスタッフ株式会社 03-6362-7904 東京都渋谷区代々木二丁目１番１号 庁舎等管理業務／建物等保守管理／調査・研究／コンピュータサービス／企画製作／その他役務／

1273 市外 株式会社ハーテック・ミワ山口営業所 083-989-5508 山口県山口市江崎３６７０番５ 整備／

1274 市外 株式会社ＨＡＲＰ 011-221-5800 北海道札幌市中央区北一条西六丁目１番地２ コンピュータサービス／

1275 市外 ハーベスト株式会社 045-336-1100
神奈川県横浜市保土ケ谷区岩間町二丁目１２０番
地

その他役務／
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1276 市外 ハーベストネクスト株式会社 045-336-1120
神奈川県横浜市保土ケ谷区岩間町二丁目１２０番
地

その他役務／

1277 市外 ＨＡＲＶＥＹ株式会社 050-5433-3090 愛知県名古屋市昭和区阿由知通一丁目５番３号
文房具・事務機器／広告用品／庁舎等管理業務／建物等保守管理／警備／調査・研究／コンピュー
タサービス／企画製作／写真・製図／賃貸借（リース）／その他役務／

1278 市外 株式会社ハイエレコン 082-279-8001 広島県広島市西区草津新町一丁目２１番３５号
電気・精密機器／文房具・事務機器／コンピュータサービス／整備／賃貸借（リース）／その他役
務／

1279 市外 バイザー株式会社 052-485-7870 愛知県名古屋市中村区名駅南二丁目１４番１９号 コンピュータサービス／企画製作／その他役務／

1280 市外 株式会社バイタルリード山口営業所 083-934-1356
山口県山口市湯田温泉五丁目６番６１号１０１号
室

電気・精密機器／文房具・事務機器／車両関連／調査・研究／コンピュータサービス／企画製作／
賃貸借（リース）／その他役務／

1281 市内 有限会社パイプライン 083-263-3113 山口県下関市大字石原３０５ 電気・精密機器／その他役務／

1282 市内 株式会社ハウスディフェンダー 083-250-6483 山口県下関市長府満珠町４番１０号 庁舎等管理業務／

1283 市外
Ｂ．Ａ．Ｕ．Ｍ．　Ｃｏｎｓｕｌｔ　Ｊａｐ
ａｎ株式会社

080-1061-4012
東京都港区赤坂七丁目５番５６号ドイツ文化会館
４Ｆ

調査・研究／その他役務／

1284 市外 葉隠勇進株式会社九州支店 092-477-7718
福岡県福岡市博多区博多駅東二丁目４番１５号
博多ＤＫビル３階

その他役務／

1285 市外 萩森物流株式会社 0836-41-7546 山口県宇部市大字東須恵ろ一・３９２６の５ 廃棄物処理（収集・運搬・処分等）／

1286 市外 株式会社パクス 0942-81-4649 佐賀県鳥栖市藤木町１０番地３０ その他物品／コンピュータサービス／

1287 市外 ハクゾウメディカル株式会社 06-6942-0451 大阪府大阪市中央区本町橋３番６号 薬品・検査用品／衣類・繊維／日用品／

1288 市内 株式会社博電社 083-267-7171 山口県下関市東大和町二丁目１５番１２号 電気・精密機器／機械器具／

1289 市内 株式会社ハクヨウ 083-266-5231 山口県下関市彦島福浦町二丁目２４番８号 電気・精密機器／機械器具／資材・園芸用品／衣類・繊維／消防用品／整備／

1290 市外
パシフィックコンサルタンツ株式会社山口事
務所

083-973-7937 山口県山口市小郡御幸町４番６号
庁舎等管理業務／建物等保守管理／廃棄物処理（収集・運搬・処分等）／調査・研究／電気通信
サービス／コンピュータサービス／企画製作／その他役務／

1291 市外 株式会社パシフィックシステム 0982-53-2138 宮崎県日向市永江町一丁目１０５番地 文房具・事務機器／コンピュータサービス／

1292 市外 株式会社羽嶋松翠園 0835-23-3615 山口県防府市大字下右田６４７番地 資材・園芸用品／建物等保守管理／廃棄物処理（収集・運搬・処分等）／企画製作／
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1293 市内 橋本衛生工業所 083-266-1660 山口県下関市彦島本村町三丁目４番１０号 建物等保守管理／廃棄物処理（収集・運搬・処分等）／

1294 準市内１ 株式会社パスコ山口支店 083-229-2464 山口県下関市細江町一丁目２番７号
電気・精密機器／文房具・事務機器／印刷製本／調査・研究／電気通信サービス／コンピュータ
サービス／企画製作／写真・製図／賃貸借（リース）／その他役務／

1295 市外 税理士法人長谷川会計 082-272-5868 広島県広島市西区庚午中二丁目１１番１号 その他役務／

1296 市外 長谷川体育施設株式会社中国営業所 082-536-0135 広島県広島市南区的場町一丁目２番１９号 資材・園芸用品／建物等保守管理／企画製作／

1297 市内 有限会社長谷川電機 083-253-4734 山口県下関市熊野町二丁目１３番６号 電気・精密機器／機械器具／庁舎等管理業務／

1298 市外 株式会社パソナ’ 092-741-6711 福岡県福岡市中央区天神一丁目６番８号 庁舎等管理業務／建物等保守管理／その他役務／

1299 市内 株式会社畑建設 083-286-2041 山口県下関市吉見古宿町２番１３号 建物等保守管理／廃棄物処理（収集・運搬・処分等）／調査・研究／企画製作／運送・旅行／

1300 市外 蜂屋のサカイ北九州 093-967-1200 福岡県北九州市小倉南区徳吉東四丁目３番１８号 庁舎等管理業務／建物等保守管理／その他役務／

1301 市内 有限会社八景園 083-234-1168 山口県下関市椋野町一丁目２５番２０号 建物等保守管理／

1302 市外 八光海運株式会社熊本支店 0964-56-6000 熊本県上天草市大矢野町登立３３５５番地１ 廃棄物処理（収集・運搬・処分等）／

1303 市外 株式会社ハッセイ 093-631-6600 福岡県北九州市八幡西区市瀬一丁目２番１号 消防用品／庁舎等管理業務／建物等保守管理／

1304 市内 株式会社ハツタ商事 083-266-5261 山口県下関市彦島本村町四丁目９番１号 消防用品／庁舎等管理業務／

1305 市内 八田土地家屋調査士事務所 083-266-2409 山口県下関市彦島江の浦町一丁目７番１０号 その他役務／

1306 準市内２ 株式会社ハツタ山口 0834-25-1025 山口県周南市久米１１２４番
電気・精密機器／機械器具／薬品・検査用品／車両関連／衣類・繊維／消防用品／庁舎等管理業務
／

1307 市内 服部時計文具店 083-287-0206 山口県下関市菊川町大字下岡枝１６７番地１ 電気・精密機器／文房具・事務機器／日用品／

1308 市内 株式会社花笑み工房 083-266-8122 山口県下関市彦島塩浜町一丁目８番１６号 企画製作／

1309 市外 株式会社話し方教育センター 03-5777-1874 東京都港区新橋四丁目３０番６号 その他役務／
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1310 市外
パナソニックＥＷエンジニアリング株式会社
中国・四国支店

082-247-3539 広島県広島市中区中町７番１号 電気・精密機器／消防用品／庁舎等管理業務／

1311 市外
パナソニックコネクト株式会社現場ソリュー
ションカンパニー西日本社

06-6150-9370 大阪府大阪市淀川区宮原四丁目５番４１号 電気・精密機器／文房具・事務機器／建物等保守管理／コンピュータサービス／

1312 市外
パナソニック産機システムズ株式会社中四国
支店

082-279-9801 広島県広島市西区商工センター四丁目９番９号 庁舎等管理業務／

1313 市内 有限会社パナックなかむら 083-772-2123
山口県下関市豊浦町豊洋台一丁目４４７番地１２
４

電気・精密機器／

1314 市内 株式会社ハニードライ 083-258-2110 山口県下関市横野町一丁目２１番１３号 その他役務／

1315 市内 有限会社浜田造園 083-256-5557 山口県下関市楠乃五丁目４番３号 建物等保守管理／

1316 市内 濱村電気管理事務所 083-286-2006 山口県下関市大字吉見下２４３１番地 庁舎等管理業務／

1317 市内 株式会社早川金助建築研究所 083-232-7224 山口県下関市南部町２４番１０号タカ食品ビル内 建物等保守管理／調査・研究／

1318 市内 林兼コンピューター株式会社 083-242-0001 山口県下関市大和町二丁目４番８号 文房具・事務機器／コンピュータサービス／賃貸借（リース）／

1319 準市内１ 林兼石油株式会社下関支店 083-266-1251 山口県下関市大和町一丁目１３番９号 燃料類／

1320 市内 株式会社早鞆工務店 083-231-6421 山口県下関市大坪本町５番２０号 庁舎等管理業務／建物等保守管理／

1321 準市内１ ＨＡＲＡＤＡ株式会社下関支店 083-263-2140 山口県下関市一の宮住吉三丁目４番１号 機械器具／文房具・事務機器／衣類・繊維／日用品／広告用品／消防用品／企画製作／

1322 市内 原田石油店 083-785-0333 山口県下関市豊北町粟野４８５５番地４ 機械器具／燃料類／

1323 市内 有限会社ハリス 083-222-1199 山口県下関市壇之浦町２番２号 庁舎等管理業務／

1324 市内 株式会社張山設備工業所 0832-66-0720 山口県下関市彦島江の浦町二丁目１９番２１号 建物等保守管理／廃棄物処理（収集・運搬・処分等）／

1325 市外 パワーネクスト株式会社 043-215-8197 千葉県千葉市中央区中央三丁目５番１号 その他物品／

1326 市外 株式会社阪急交通社山口営業所 083-963-9055 山口県山口市小郡高砂町８－１１　秋本ビル１階 印刷製本／企画製作／運送・旅行／その他役務／
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1327 市外 株式会社阪神マテリアル 06-6681-1900 大阪府大阪市住之江区北加賀屋三丁目２番１８号 廃棄物処理（収集・運搬・処分等）／

1328 市内 ハンノ測量設計事務所 083-265-7657 山口県下関市大坪本町４７番１５号 調査・研究／その他役務／

1329 市外 株式会社ビー・エム・エル北九州営業所 093-616-2990 福岡県北九州市八幡東区東田二丁目２番４１号 その他役務／

1330 市外 株式会社ピークエンタテインメント 03-5860-0083
東京都中野区新井二丁目１番１９号　パックマー
トビル８階

企画製作／

1331 市外 株式会社ＢＣＣ 092-711-5801 福岡県福岡市中央区六本松二丁目１２番１９号
電気・精密機器／文房具・事務機器／電気通信サービス／コンピュータサービス／企画製作／賃貸
借（リース）／その他役務／

1332 市内 社会福祉法人ピースオブマインド・はまゆう 083-254-9288 山口県下関市武久町一丁目５番１４号 庁舎等管理業務／建物等保守管理／廃棄物処理（収集・運搬・処分等）／警備／その他役務／

1333 市外 ＰｗＣコンサルティング合同会社 03-6257-0700 東京都千代田区大手町一丁目２番１号 調査・研究／コンピュータサービス／企画製作／その他役務／

1334 市外 ＨＶＡＣシステム山口株式会社 083-972-6464 山口県山口市小郡高砂町７番２８号 庁舎等管理業務／

1335 市外
株式会社ビービーディオー・ジェイ・ウェス
ト北九州支店

093-551-3881 福岡県北九州市小倉北区紺屋町１番１号 広告用品／印刷製本／調査・研究／企画製作／その他役務／

1336 市内 有限会社ＢＢネット 083-245-5600 山口県下関市長府浜浦町１４番３号 建物等保守管理／電気通信サービス／

1337 市外 株式会社ビーフロント 093-652-2220 福岡県北九州市八幡東区竹下町１４番２５号
電気・精密機器／文房具・事務機器／文化・体育用品／広告用品／コンピュータサービス／企画製
作／

1338 市外 東日本漏水調査株式会社九州営業所 092-432-6910
福岡県福岡市博多区博多駅東二丁目５番２８号２
Ｆ

調査・研究／

1339 市外 ヒカリサカモト株式会社山口出張所 083-927-2724 山口県山口市大内矢田北六丁目２番２５号 薬品・検査用品／

1340 市外 ピクス株式会社 050-3138-5181 東京都目黒区目黒本町三丁目１６番２－３０６号 電気通信サービス／コンピュータサービス／企画製作／

1341 市内 彦島建設株式会社 083-267-5125 山口県下関市彦島迫町五丁目１１番１４号 建物等保守管理／

1342 市内 株式会社彦島造園 083-266-4098 山口県下関市彦島緑町３番１８号 建物等保守管理／調査・研究／

1343 市内 株式会社ビジネスアシスト 083-229-1288 山口県下関市卸新町８番地５ コンピュータサービス／企画製作／その他役務／
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1344 市外 ビズ・コレジオ株式会社 093-583-9510 福岡県北九州市小倉北区大門一丁目５番１号 コンピュータサービス／企画製作／

1345 準市内２ 株式会社日立システムズ中国支社 082-511-2858 広島県広島市中区上幟町３番３３号
電気・精密機器／文房具・事務機器／建物等保守管理／コンピュータサービス／賃貸借（リース）
／

1346 準市内２ 株式会社日立製作所中国支社 082-541-4111 広島県広島市中区袋町５番２５号
電気・精密機器／文房具・事務機器／車両関連／庁舎等管理業務／建物等保守管理／電気通信サー
ビス／コンピュータサービス／整備／賃貸借（リース）／その他役務／

1347 市外 日立造船株式会社中国支社 082-577-7660 広島県広島市中区袋町３番１７号 電気・精密機器／機械器具／薬品・検査用品／その他物品／建物等保守管理／整備／

1348 市外
株式会社日立ソリューションズ西日本中国本
社

082-511-8245 広島県広島市中区八丁堀３番３３号 文房具・事務機器／コンピュータサービス／企画製作／

1349 準市内２ 株式会社日立ビルシステム中国支社 082-227-1062 広島県広島市中区八丁堀３番３３号 庁舎等管理業務／

1350 市外 株式会社日立プラントサービス山口営業所 0834-31-2211 山口県周南市御幸通一丁目５番地 機械器具／庁舎等管理業務／建物等保守管理／整備／

1351 市外
日之出水道機器株式会社広島営業所山口事務
所

082-248-0411 山口県周南市代々木通り一丁目３０番地 資材・園芸用品／消防用品／調査・研究／

1352 市内 日野原建設有限会社 083-246-1159 山口県下関市長府中之町３番１２号 建物等保守管理／企画製作／

1353 市内 合資会社響産業 083-257-0564 山口県下関市秋根東町２番２８号 廃棄物処理（収集・運搬・処分等）／

1354 市外 ヒビノスペーステック株式会社九州営業所 092-715-8545
福岡県福岡市中央区長浜一丁目１番１号ＫＢＣビ
ル９階

電気・精密機器／整備／

1355 市外 ＢＩＰＲＯＧＹ株式会社 03-5546-4111 東京都江東区豊洲一丁目１番１号 文房具・事務機器／コンピュータサービス／賃貸借（リース）／

1356 市外 株式会社Ｈｕｍａｎ　Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ 029-875-9812
茨城県つくば市梅園２丁目７番地３号つくばシ
ティビル３０３号

文房具・事務機器／電気通信サービス／賃貸借（リース）／

1357 市外 株式会社ヒューマン・クリエイト 093-581-4488 福岡県北九州市小倉北区室町二丁目１０番４号 調査・研究／企画製作／その他役務／

1358 市外 表示灯株式会社広島支店 082-555-9133 広島県広島市中区八丁堀１５番６号 薬品・検査用品／広告用品／消防用品／企画製作／

1359 市内 平田自動車工業有限会社 083-261-0538 山口県下関市彦島老町一丁目３番９号 車両関連／

1360 市内 株式会社平山商店 083-774-0751 山口県下関市豊浦町大字小串１３７３番地１ 廃棄物処理（収集・運搬・処分等）／
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1361 市内 有限会社ビル・ハウスフレッシュ 083-253-3816 山口県下関市綾羅木本町七丁目１１番２５号 庁舎等管理業務／

1362 市外 ひろぎんＩＴソリューションズ株式会社 082-504-3170 広島県広島市中区紙屋町１丁目３番８号 コンピュータサービス／

1363 市外 有限会社ヒロ・コーポレーション 0833-45-2365 山口県下松市末武中１００３３番地の２５ その他役務／

1364 市外 広島アグリフードサービス株式会社 082-941-1111 広島県広島市佐伯区石内東二丁目１８番１号 その他役務／

1365 市外 一般財団法人広島県環境保健協会 082-293-1511 広島県広島市中区広瀬北町９番１号 庁舎等管理業務／調査・研究／企画製作／

1366 市外 株式会社広島情報シンフォニー 082-222-8211 広島県広島市東区牛田新町二丁目２番１号 文房具・事務機器／コンピュータサービス／企画製作／賃貸借（リース）／

1367 市内 有限会社ヒロモト 083-248-4321 山口県下関市ゆめタウン２番１２号 庁舎等管理業務／廃棄物処理（収集・運搬・処分等）／

1368 市外 株式会社フィデスワン北九州営業所 093-964-1522
福岡県北九州市小倉南区徳力新町一丁目２０番５
号

薬品・検査用品／

1369 市外 株式会社Ｖ－Ｐｏｗｅｒ 03-3458-4745 東京都品川区東品川三丁目６番５号 その他物品／

1370 市外 株式会社ブイメンテ 093-761-6333 福岡県北九州市若松区北湊町３番２１号 建物等保守管理／

1371 市外 株式会社フィリップス・ジャパン 0120-556-494
東京都港区港南二丁目１３番３７号フィリップス
ビル

電気・精密機器／薬品・検査用品／整備／賃貸借（リース）／

1372 市外 株式会社フォー・クオリア 03-5436-4771 東京都品川区西五反田二丁目２９番５号 文房具・事務機器／コンピュータサービス／企画製作／賃貸借（リース）／その他役務／

1373 準市内１ 株式会社フォーデック山口支社 083-223-1111 山口県下関市一の宮卸本町３番１６号
電気・精密機器／機械器具／薬品・検査用品／文房具・事務機器／文化・体育用品／衣類・繊維／
日用品／消防用品／電気通信サービス／コンピュータサービス／賃貸借（リース）／その他役務／

1374 市内 株式会社フォルト 083-227-2115 山口県下関市椋野町三丁目５番１６号 広告用品／企画製作／賃貸借（リース）／

1375 市内 株式会社ＦｏｒｅｓｔＦｕｎＣｌｕｂ 083-282-2670 山口県下関市大字吉田地方２４２２番地５ 建物等保守管理／

1376 市内 有限会社深川礦油店’ 083-245-2167 山口県下関市長府松小田本町１０－２ 電気・精密機器／機械器具／資材・園芸用品／薬品・検査用品／燃料類／消防用品／

1377 市外 福井コンピュータ株式会社中四国営業所 082-236-8130
広島県広島市南区比治山本町１６番３５号広島産
業文化センター１１Ｆ

文房具・事務機器／コンピュータサービス／賃貸借（リース）／
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1378 市内 株式会社福井新建材 083-766-0281 山口県下関市豊田町大字矢田３０８番地７ 庁舎等管理業務／整備／その他役務／

1379 市外 公益財団法人福岡労働衛生研究所 092-526-1033 福岡県福岡市南区那の川一丁目１１番２７号 その他役務／

1380 準市内１ 株式会社福島製作所下関営業所 083-263-2822 山口県下関市一の宮町二丁目１３番２号 機械器具／整備／

1381 市内 合同会社フクセン 083-249-5133 山口県下関市椋野町二丁目１４番２１号 建物等保守管理／

1382 市外 福泉株式会社 089-921-3132 愛媛県松山市雄郡一丁目１番３２号 コンピュータサービス／企画製作／

1383 市外 フクダ電子広島販売株式会社山口営業所 083-972-3071 山口県山口市小郡栄町１番１０号 薬品・検査用品／

1384 市内 福田幸秀土地家屋調査士事務所 070-3789-2600 山口県下関市長府安養寺二丁目３番１１号 その他役務／

1385 市内 福永建設株式会社 083-256-2021 山口県下関市一の宮本町一丁目７番２３号 企画製作／

1386 準市内１ 福永商事株式会社下関営業所 083-263-6033 山口県下関市大字勝谷２４４ 電気・精密機器／衣類・繊維／日用品／広告用品／消防用品／

1387 市外 株式会社福山コンサルタント山口営業所 083-923-6642 山口県山口市中央五丁目７番３号 調査・研究／賃貸借（リース）／

1388 準市内１ 株式会社福山臨床検査センター下関支所 083-257-6911 山口県下関市秋根北町５番７号 その他役務／

1389 市内 福利産業株式会社 083-245-0181 山口県下関市長府港町７番７１号 資材・園芸用品／

1390 市内 藤井印刷株式会社 083-231-1612 山口県下関市上田中町五丁目６番２４号 印刷製本／調査・研究／企画製作／

1391 市内 有限会社藤井商会 083-245-0196 山口県下関市長府印内町９番１８号
機械器具／資材・園芸用品／文房具・事務機器／文化・体育用品／日用品／消防用品／調査・研究
／企画製作／

1392 市内 有限会社藤井造園 083-774-0961 山口県下関市豊浦町大字小串１０１８２番地の５ 資材・園芸用品／建物等保守管理／

1393 市内 藤井物産株式会社 083-245-0373 山口県下関市長府野久留米町６番４１号 機械器具／薬品・検査用品／燃料類／賃貸借（リース）／

1394 市内 有限会社藤井薬局 083-245-0019 山口県下関市長府金屋町４番１５号 薬品・検査用品／日用品／
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1395 市内 藤川青果有限会社 083-256-0517 山口県下関市一の宮住吉三丁目２番１号 食料品／

1396 市外 株式会社富士クリーン 087-878-3111 香川県綾歌郡綾川町山田下２９９４番地１ 廃棄物処理（収集・運搬・処分等）／

1397 市外 フジクリーン工業株式会社福岡支店 092-441-0222 福岡県福岡市博多区博多駅南四丁目２番１０号 庁舎等管理業務／建物等保守管理／

1398 準市内１ 富士産業株式会社下関営業所 083-249-1115 山口県下関市長府扇町５番地４４ 電気・精密機器／機械器具／庁舎等管理業務／建物等保守管理／整備／

1399 市外 藤システムズ株式会社 082-234-4088 広島県広島市西区中広町二丁目２２番３号 文房具・事務機器／整備／賃貸借（リース）／その他役務／

1400 市外 富士商株式会社 0836-81-1111 山口県山陽小野田市稲荷町１０番２３号 薬品・検査用品／

1401 市外 フジ総業株式会社 0834-31-9630 山口県周南市大字徳山５０４１番地 薬品・検査用品／庁舎等管理業務／建物等保守管理／廃棄物処理（収集・運搬・処分等）／

1402 市外 富士ソフトサービスビューロ株式会社 03-5600-1731 東京都墨田区江東橋二丁目１９番７号
文房具・事務機器／庁舎等管理業務／建物等保守管理／コンピュータサービス／企画製作／その他
役務／

1403 準市内２ 冨士第一交通有限会社 0837-22-2032 山口県長門市東深川９８４番の３地 運送・旅行／

1404 準市内１ 株式会社藤田建築設計事務所下関営業所 083-784-1956 山口県下関市豊北町大字滝部３７４９番地１４ 調査・研究／

1405 市外 フジ地中情報株式会社広島支店 082-273-7279 広島県広島市西区庚午北二丁目１６番４号 調査・研究／コンピュータサービス／その他役務／

1406 市外
株式会社富士通エフサスビジネス部門業務推
進統括部

03-5747-9300 東京都品川区西品川１－１－１ 文房具・事務機器／コンピュータサービス／

1407 市外
富士通クオリティ・ラボ・環境センター株式
会社

053-576-0841 静岡県湖西市鷲津２２８１番地 調査・研究／

1408 市外 富士通Ｊａｐａｎ株式会社山口支社 083-973-8765 山口県山口市小郡高砂町１番８号
電気・精密機器／薬品・検査用品／文房具・事務機器／文化・体育用品／印刷製本／調査・研究／
電気通信サービス／コンピュータサービス／企画製作／賃貸借（リース）／その他役務／

1409 市外
株式会社富士通ゼネラル中四国情報通信ネッ
トワーク営業部

082-291-3554 広島県広島市西区南観音五丁目１１番１２号 電気・精密機器／建物等保守管理／電気通信サービス／

1410 市外
富士通ネットワークソリューションズ株式会
社中国事業所

082-207-0350 広島県広島市中区紙屋町一丁目２番２２号
電気・精密機器／文房具・事務機器／庁舎等管理業務／建物等保守管理／電気通信サービス／コン
ピュータサービス／

1411 市外 富士通フロンテック株式会社西日本支社 06-6910-2210 大阪府大阪市中央区城見二丁目２番５３号 電気・精密機器／コンピュータサービス／
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1412 市内 株式会社フジックス 083-253-2125 山口県下関市武久町二丁目２番８号 電気・精密機器／

1413 市外 フジテコム株式会社広島営業所 082-261-0939 広島県広島市東区光町二丁目１２番１０号 電気・精密機器／調査・研究／

1414 準市内２ フジテック株式会社中四国支店 082-223-6733 広島県広島市中区八丁堀７番２号 庁舎等管理業務／

1415 市外 富士電機株式会社中国支社 082-247-4231 広島県広島市中区銀山町１４番１８号
電気・精密機器／機械器具／文房具・事務機器／庁舎等管理業務／建物等保守管理／コンピュータ
サービス／賃貸借（リース）／

1416 市外
富士電機ＩＴソリューション株式会社山口営
業所

083-973-1200 山口県山口市小郡高砂町３－２４ 電気・精密機器／文房具・事務機器／コンピュータサービス／賃貸借（リース）／

1417 準市内２ 有限会社藤中ポンプ店 0836-31-2031 山口県宇部市昭和町四丁目１１番５３号 機械器具／薬品・検査用品／車両関連／衣類・繊維／消防用品／

1418 市内 有限会社藤野衛生工業所 083-223-4856 山口県下関市元町４番９号 建物等保守管理／廃棄物処理（収集・運搬・処分等）／

1419 市外
富士フイルムシステムサービス株式会社公共
事業本部西日本支店

092-431-7157 福岡県福岡市博多区博多駅東二丁目１４番１号 文房具・事務機器／コンピュータサービス／賃貸借（リース）／その他役務／

1420 市外
富士フイルムデジタルソリューションズ株式
会社

03-5913-2302
東京都中野区中野四丁目１０番２号中野セントラ
ルパークサウス６Ｆ

文房具・事務機器／コンピュータサービス／賃貸借（リース）／その他役務／

1421 準市内２
富士フイルムビジネスイノベーションジャパ
ン株式会社山口支社

083-972-1147 山口県山口市小郡黄金町４番１号 電気・精密機器／文房具・事務機器／コンピュータサービス／賃貸借（リース）／その他役務／

1422 市外 富士フイルムヘルスケア株式会社山口営業所 050-3188-2340 山口県山口市小郡高砂町１番８号 薬品・検査用品／

1423 市外
富士フイルムヘルスケアシステムズ株式会社
中国・四国支店

050-3032-1900 広島県広島市中区西十日市町９番９号 薬品・検査用品／整備／

1424 市外 富士フイルムメディカル株式会社中国支社 082-545-3761 広島県広島市中区中島町２番２１号 薬品・検査用品／整備／

1425 市内 富士不動産鑑定株式会社 083-257-0555 山口県下関市一の宮町二丁目２番１５号 調査・研究／その他役務／

1426 市外 富士古河Ｅ＆Ｃ株式会社九州支店 092-281-2400 福岡県福岡市博多区店屋町５番１８号 機械器具／庁舎等管理業務／

1427 市外 株式会社フジマック山口営業所 083-976-0040 山口県山口市小郡下郷２６３２番地１号 機械器具／

1428 市内 株式会社フジミツ 083-253-2121 山口県下関市武久町二丁目１３番５号
電気・精密機器／機械器具／薬品・検査用品／文房具・事務機器／文化・体育用品／印刷製本／整
備／賃貸借（リース）／
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1429 市外 藤村電機ポンプ商会 0836-41-2105 山口県宇部市厚南中央三丁目５番２６号 広告用品／消防用品／庁舎等管理業務／企画製作／

1430 市外 株式会社藤本コーポレーション 0820-22-1337 山口県柳井市南浜三丁目１番１号 企画製作／

1431 市内 有限会社藤本種苗園 083-222-1571 山口県下関市田中町６番１９号 資材・園芸用品／

1432 市内 藤本商会 083-222-6418 山口県下関市宮田町２丁目９番７号 車両関連／

1433 市内 藤山土地家屋調査士事務所 083-287-2186 山口県下関市菊川町大字上田部９７２番地３ その他役務／

1434 市外 扶桑電通株式会社山口営業所 0836-21-1148 山口県宇部市中央町三丁目１２番１９号
電気・精密機器／文房具・事務機器／建物等保守管理／コンピュータサービス／賃貸借（リース）
／

1435 準市内１ 株式会社双葉アルミ工業下関支店 083-252-6669 山口県下関市川中豊町二丁目６番３２号 資材・園芸用品／

1436 準市内１ 復建調査設計株式会社下関支店 083-227-3364 山口県下関市秋根東町８番１０号 調査・研究／コンピュータサービス／企画製作／写真・製図／その他役務／

1437 市内 有限会社フナカワ設備 083-788-0323 山口県下関市豊北町大字神田上１３５３番地の１ 建物等保守管理／

1438 市外 株式会社フューチャーイン’ 052-732-8021 愛知県名古屋市千種区内山二丁目６番２２号 コンピュータサービス／企画製作／

1439 市内 株式会社プラグレス 083-281-3334 山口県下関市王喜本町五丁目４番１号 調査・研究／

1440 市外 株式会社プラスアド 093-561-8844 福岡県北九州市小倉北区室町二丁目１０－４ 調査・研究／その他役務／

1441 市内 合同会社ＰＬＵＳ　ｉｓｍ 083-229-0500 山口県下関市南部町２４番１０号ＴＡＣビル３Ｆ 印刷製本／コンピュータサービス／企画製作／写真・製図／その他役務／

1442 市内 フラットフィールド株式会社 083-242-0033
山口県下関市一の宮町３丁目４番１２号ニシテン
ビル４階

電気・精密機器／機械器具／文房具・事務機器／電気通信サービス／コンピュータサービス／賃貸
借（リース）／

1443 市内 株式会社プランドゥ 083-242-8001 山口県下関市唐戸町３番８号 機械器具／庁舎等管理業務／建物等保守管理／企画製作／

1444 市内 ブルーライン交通株式会社 083-786-0059 山口県下関市豊北町大字神田１４１１番地 運送・旅行／

1445 市外 株式会社フルキャスト 03-4530-4840 東京都品川区西五反田八丁目９番５号 庁舎等管理業務／調査・研究／コンピュータサービス／その他役務／
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1446 市内 有限会社古田水設 083-785-0807 山口県下関市豊北町大字粟野４１１１番地の１４ 建物等保守管理／

1447 市内 株式会社古田設備工業 083-772-2832 山口県下関市豊浦町大字川棚７４５２番地７ 機械器具／庁舎等管理業務／整備／

1448 市内 古谷建工株式会社 083-258-1008 山口県下関市横野町一丁目１５番１９号 建物等保守管理／

1449 市内 有限会社古谷美化設備工業所 083-258-1117 山口県下関市横野町一丁目１０番４７号 庁舎等管理業務／建物等保守管理／廃棄物処理（収集・運搬・処分等）／整備／

1450 準市内１ フルノ九州販売株式会社下関営業所 083-267-9111 山口県下関市大和町一丁目１１番３号 電気・精密機器／機械器具／電気通信サービス／整備／

1451 市外
古野電気株式会社舶用機器事業部　国内営業
部

0798-63-1085 兵庫県西宮市芦原町９番５２号 電気・精密機器／機械器具／電気通信サービス／整備／

1452 市内 古屋不動産鑑定事務所 083-222-9182 山口県下関市汐入町３９番７号 その他役務／

1453 市外 株式会社ブレインサービス 06-6543-2338 大阪府大阪市西区阿波座二丁目４番２３号 電気・精密機器／文房具・事務機器／コンピュータサービス／賃貸借（リース）／

1454 市外 株式会社プレサス 083-902-5685 山口県山口市矢原８２３番５号 電気・精密機器／機械器具／文房具・事務機器／文化・体育用品／

1455 市外 株式会社プレック研究所九州事務所 092-771-5211 福岡県福岡市中央区大名二丁目４番１９号 調査・研究／企画製作／

1456 市外 株式会社ブロードリンク 03-3516-8777 東京都中央区日本橋室町四丁目３番１８号 文房具・事務機器／その他物品／廃棄物処理（収集・運搬・処分等）／コンピュータサービス／

1457 市外 株式会社プロテック 0798-72-3555 兵庫県西宮市室川町１２番３号 廃棄物処理（収集・運搬・処分等）／

1458 市内 プロフォートワタナベ 090-8713-5362 山口県下関市楠乃四丁目８番１号 企画製作／写真・製図／

1459 市外 株式会社文栄堂 083-922-5611 山口県山口市道場門前一丁目３番１１号 文房具・事務機器／文化・体育用品／賃貸借（リース）／

1460 市外 一般社団法人文化財科学研究センター 0743-84-6400 奈良県天理市田町４４７番地 調査・研究／

1461 市外 文化財調査コンサルタント株式会社 0852-23-8847 島根県松江市下東川津町１３１番地 調査・研究／

1462 準市内１ 文化シヤッター株式会社下関営業所 083-237-2201 山口県下関市新椋野一丁目１番１５号 庁舎等管理業務／
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1463 準市内２
文化シヤッターサービス株式会社九州サービ
ス支店

092-558-5607
福岡県福岡市博多区元町１丁目７－８ＭＦビルⅡ
－１０２

庁舎等管理業務／

1464 市外 株式会社平和医療器械 0835-22-3658 山口県防府市戎町二丁目４番３７号 電気・精密機器／機械器具／薬品・検査用品／

1465 市外 平和製罐株式会社 072-482-0100 大阪府泉南市りんくう南浜３番１７号 広告用品／

1466 準市内１ 平和総合コンサルタント株式会社山口事務所 083-257-1657 山口県下関市大字田倉１２２番地７０ 調査・研究／その他役務／

1467 市内 株式会社紅石 083-231-4531 山口県下関市細江町二丁目６番１２号 資材・園芸用品／薬品・検査用品／文房具・事務機器／日用品／

1468 市外
株式会社ベネッセコーポレーション小中学校
事業部

042-356-0127
東京都新宿区西新宿２丁目１番１号新宿三井ビル
ディング

文化・体育用品／その他役務／

1469 市外 株式会社ベネフィット・ワン 03-6870-3800 東京都千代田区大手町二丁目６番２号 その他役務／

1470 市内 有限会社豊栄建設 083-287-0235 山口県下関市菊川町大字下岡枝８９６番地の１ 資材・園芸用品／建物等保守管理／廃棄物処理（収集・運搬・処分等）／

1471 市外 有限会社豊栄産業 0833-44-0021 山口県下松市大字東豊井１１６３番地 廃棄物処理（収集・運搬・処分等）／

1472 市外 株式会社貿易広告社 03-3573-5591 東京都港区東新橋一丁目２番４号 広告用品／企画製作／

1473 市内 株式会社豊関電気工事 083-287-0375 山口県下関市菊川町大字下岡枝２７７番地の１ 電気・精密機器／機械器具／庁舎等管理業務／

1474 市内 豊関農機販売株式会社 083-782-0055 山口県下関市豊北町大字滝部８６１番地の６ 機械器具／資材・園芸用品／車両関連／建物等保守管理／整備／賃貸借（リース）／

1475 市外 放置車両撤去システム株式会社 0120-955-553 福岡県北九州市小倉北区田町１３番１９号 その他役務／

1476 市内 有限会社防長衛生工業所 083-266-3649 山口県下関市彦島向井町一丁目１番７号 建物等保守管理／廃棄物処理（収集・運搬・処分等）／

1477 市内 防長船舶有限会社 083-266-1660 山口県下関市彦島本村町三丁目４番１０号 建物等保守管理／廃棄物処理（収集・運搬・処分等）／

1478 準市内１ 株式会社防長トラベル下関支店 083-232-1324 山口県下関市南部町３番１９号 企画製作／運送・旅行／

1479 市外 特定非営利活動法人抱樸 093-653-0779 福岡県北九州市八幡東区荒生田二丁目１番３２号 その他役務／
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1480 市外 有限会社鳳鳴佐賀営業所 0942-94-3642 佐賀県三養基郡みやき町簑原３６７６番地１ 廃棄物処理（収集・運搬・処分等）／

1481 市外 株式会社ボーダーリンク 048-631-0230
埼玉県さいたま市大宮区下町二丁目１６番地１Ａ
ＣＲＯＳＳ８階

その他役務／

1482 市内 ホームタウン有限会社 083-786-1158 山口県下関市豊北町大字阿川字下市６２８番地１ 機械器具／資材・園芸用品／車両関連／燃料類／

1483 市外 株式会社ホクシンメディカル山口営業所 083-934-1620 山口県山口市神田町５番１１号 薬品・検査用品／賃貸借（リース）／

1484 市外 有限会社北筑斎業社 092-608-4122 福岡県福岡市東区雁の巣一丁目４６番２４号 廃棄物処理（収集・運搬・処分等）／

1485 市外 墨東化成工業株式会社 03-3635-1111 東京都墨田区千歳一丁目８番１４号 資材・園芸用品／

1486 準市内２ 株式会社保険ひろば 0834-34-8550 山口県周南市五月町１番３８号 その他役務／

1487 準市内１
ホシザキ北九株式会社小倉北営業所下関サー
ビスセンター

083-253-8553 山口県下関市幡生宮の下町３番２１号 電気・精密機器／機械器具／庁舎等管理業務／整備／その他役務／

1488 市外 ホシザキ中国株式会社宇部営業所 0836-35-0311 山口県宇部市幸町１番２０号 機械器具／日用品／食料品／整備／

1489 市内 医療法人星の里会 083-282-0070 山口県下関市小月本町二丁目１５番２０号 建物等保守管理／

1490 市外 母子モ株式会社 03-5333-6025 東京都新宿区西新宿三丁目２０番２号 コンピュータサービス／企画製作／

1491 市内 星本武志土地家屋調査士事務所 083-250-6073 山口県下関市福江１１５番地２２ その他役務／

1492 市外 株式会社星山商店 096-338-6421 熊本県熊本市北区武蔵ケ丘九丁目５番７６号 廃棄物処理（収集・運搬・処分等）／

1493 市外 株式会社ホットスタッフ宇部 0836-39-6801 山口県宇部市西宇部南三丁目５番５号 その他役務／

1494 市内 株式会社ホップ 083-256-1919 山口県下関市大字有冨４番地の７ 運送・旅行／その他役務／

1495 市内 堀家土地家屋調査士事務所 083-267-3834 山口県下関市彦島本村町六丁目１９番１０号 その他役務／

1496 市外 株式会社ホンダファイナンス 0422-38-0640 東京都武蔵野市中町二丁目４番１５号 賃貸借（リース）／
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1497 市内 有限会社本間自動車工業 083-223-1278 山口県下関市羽山町２４番１７号 車両関連／その他物品／整備／その他役務／

1498 市外 株式会社埋蔵文化財サポートシステム 0952-31-2033 佐賀県佐賀市新中町１番７号 建物等保守管理／調査・研究／写真・製図／

1499 市外 マイタウンサービス株式会社 092-408-5641 福岡県福岡市南区玉川町９番１２号 その他役務／

1500 市内 株式会社毎日メディアサービス山口 083-229-5600 山口県下関市一の宮卸本町２番３号 企画製作／運送・旅行／その他役務／

1501 準市内２ 株式会社前川製作所 03-3642-8181 東京都江東区牡丹三丁目１４番１５号 電気・精密機器／機械器具／庁舎等管理業務／建物等保守管理／整備／その他役務／

1502 市外
株式会社前澤エンジニアリングサービス広島
出張所

082-568-6434 広島県広島市南区京橋町９番２１号 機械器具／建物等保守管理／

1503 市外 前澤工業株式会社中国支店 082-568-6430 広島県広島市南区京橋町９番２１号 機械器具／建物等保守管理／

1504 市内 合同会社前田造園 083-231-5170 山口県下関市宮田町二丁目８番１６号 建物等保守管理／

1505 市内 有限会社前田造船所 083-266-7610 山口県下関市彦島竹ノ子島町３番１７号 整備／

1506 市内 牧タイプ 083-222-7683 山口県下関市貴船町三丁目１番２５号 印刷製本／

1507 市内 増井印刷有限会社 083-231-1887 山口県下関市上新地町三丁目６番３号 印刷製本／企画製作／

1508 市外 増田工業株式会社 03-5664-6792 東京都江戸川区瑞江一丁目１７番１３号 電気・精密機器／機械器具／文房具・事務機器／建物等保守管理／電気通信サービス／

1509 準市内１ 株式会社松尾設計下関事務所 083-261-1161 山口県下関市彦島向井町一丁目１３番３５号 調査・研究／

1510 市外 松尾薬品産業株式会社 093-671-0861 福岡県北九州市八幡東区西本町４－６－１６ 薬品・検査用品／

1511 市外 株式会社マック 048-954-4990 埼玉県八潮市緑町三丁目１番地１２ 廃棄物処理（収集・運搬・処分等）／

1512 市外 株式会社マックスコム 03-6870-5800 東京都渋谷区代々木二丁目２番１号 庁舎等管理業務／コンピュータサービス／その他役務／

1513 市内 松崎設備 083-786-1978 山口県下関市豊北町大字阿川３６５４番地５ 庁舎等管理業務／整備／
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1514 市内 有限会社松茂建築デザイン 083-250-7619 山口県下関市一の宮学園町１９番１３号 建物等保守管理／調査・研究／

1515 市内 有限会社松茂測量設計 083-248-2512 山口県下関市長府才川一丁目３１番２０号 建物等保守管理／調査・研究／企画製作／写真・製図／整備／その他役務／

1516 市内 有限会社まつだ 083-766-1777 山口県下関市豊田町大字矢田２２７番地の１７ 建物等保守管理／整備／

1517 市外 松田産業株式会社 03-3345-0811 東京都新宿区西新宿一丁目２６番２号 その他物品／廃棄物処理（収集・運搬・処分等）／

1518 市内 株式会社松田商会 083-782-0700 山口県下関市豊北町大字滝部３６９９番地 機械器具／資材・園芸用品／

1519 市内 松田清掃株式会社 083-248-4327 山口県下関市長府扇町３番３８号 廃棄物処理（収集・運搬・処分等）／

1520 市内 有限会社松谷園 083-252-3767 山口県下関市綾羅木本町六丁目１５番９号 建物等保守管理／調査・研究／企画製作／

1521 市内 株式会社松田モータース 083-287-0129 山口県下関市菊川町大字下岡枝１９１番地２ 車両関連／整備／賃貸借（リース）／その他役務／

1522 市内 松村カメラ商事株式会社 083-231-3838 山口県下関市細江町一丁目３番１０号 電気・精密機器／文房具・事務機器／印刷製本／写真・製図／

1523 市内 有限会社松村商会 083-223-0455 山口県下関市新地町６番１１号 電気・精密機器／機械器具／文房具・事務機器／文化・体育用品／衣類・繊維／日用品／

1524 市外 株式会社松村電機製作所広島営業所 082-569-8161 広島県広島市東区光町一丁目１２番２０号 電気・精密機器／建物等保守管理／賃貸借（リース）／

1525 市内 松本削節工業株式会社 083-261-5025 山口県下関市東大和町二丁目１９番２９号 食料品／

1526 市内 まどや 083-263-3232 山口県下関市東勝谷３番１３号 資材・園芸用品／

1527 市外 株式会社学びと成長しくみデザイン研究所 078-777-8537 兵庫県神戸市兵庫区小松通三丁目３番１３号 電気・精密機器／調査・研究／電気通信サービス／コンピュータサービス／その他役務／

1528 市内 有限会社学興業 083-267-2041 山口県下関市彦島塩浜町四丁目２番１５号 廃棄物処理（収集・運搬・処分等）／

1529 市外 有限会社マミア 0995-58-5020
鹿児島県霧島市溝辺町崎森字藤ヶ尾１９０６番地
１４

廃棄物処理（収集・運搬・処分等）／

1530 市外 丸硝株式会社 0854-91-4756 岐阜県大垣市荒尾町６７４番地 衣類・繊維／日用品／
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1531 市外 株式会社マルゼン山口営業所 083-921-2531 山口県山口市三の宮一丁目２番３７号 機械器具／

1532 市外 丸善雄松堂株式会社広島支店 082-247-2252 広島県広島市中区中町７番２３号 電気・精密機器／文房具・事務機器／文化・体育用品／その他役務／

1533 市内 まるとも 083-250-9581 山口県下関市唐戸町４番１号　　カラトピア１階 食料品／

1534 市外 株式会社マルニ 083-925-1111 山口県山口市道祖町７番１３号 印刷製本／企画製作／

1535 市外 株式会社丸菱行政地図 03-5815-4830 東京都台東区池之端二丁目５番４１号 広告用品／調査・研究／コンピュータサービス／その他役務／

1536 市外 丸菱航業株式会社 093-921-3292 福岡県北九州市小倉北区昭和町１３番７号 写真・製図／その他役務／

1537 市外 丸紅新電力株式会社 03-3282-2350 東京都千代田区大手町一丁目４番２号 その他物品／

1538 市外 丸茂電機株式会社広島営業所 082-249-6400 広島県広島市中区銀山町１番１１号 電気・精密機器／建物等保守管理／

1539 準市内２ 株式会社ミウラ化学 0836-31-5767 山口県宇部市草江二丁目９番１０－１号 機械器具／薬品・検査用品／庁舎等管理業務／建物等保守管理／調査・研究／整備／

1540 市外 三重中央開発株式会社 0595-20-1119 三重県伊賀市予野字鉢屋４７１３番地 建物等保守管理／廃棄物処理（収集・運搬・処分等）／

1541 市外 三笠産業株式会社西部営業所 0836-69-1515 山口県宇部市大字船木６８０番地２０ 電気・精密機器／機械器具／資材・園芸用品／薬品・検査用品／文房具・事務機器／食料品／

1542 市内 株式会社ミカド交設 083-227-2662 山口県下関市上田中町五丁目４番６号 資材・園芸用品／整備／

1543 市内 株式会社三木鉄工 083-287-0105 山口県下関市菊川町大字田部２０番地の１
機械器具／資材・園芸用品／薬品・検査用品／文化・体育用品／車両関連／広告用品／建物等保守
管理／調査・研究／企画製作／整備／

1544 市内 ミサオ印刷株式会社 083-232-6282 山口県下関市本町四丁目１４番３７号 文房具・事務機器／印刷製本／

1545 市外 ミザック株式会社 06-6344-2700
大阪府大阪市北区堂島浜一丁目４番１６号アクア
堂島ＮＢＦタワー１７階

建物等保守管理／

1546 市内 株式会社三島商会 083-231-3357 山口県下関市卸新町１０番地６ 資材・園芸用品／文房具・事務機器／衣類・繊維／企画製作／

1547 市外 美津濃株式会社 06-6614-8188 大阪府大阪市住之江区南港北一丁目１２番３５号 建物等保守管理／
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1548 市外 ミズノスポーツサービス株式会社 06-6614-8136 大阪府大阪市住之江区南港北一丁目１２番３５号 その他役務／

1549 市外 みずほ東芝リース株式会社 03-5253-6760 東京都港区虎ノ門一丁目２番６号 賃貸借（リース）／

1550 市外 みずほリサーチ＆テクノロジーズ株式会社 03-5281-7575 東京都千代田区神田錦町二丁目３番地 調査・研究／その他役務／

1551 市外 株式会社水みらい広島 082-258-1315 広島県広島市中区小町１番２５号 建物等保守管理／調査・研究／コンピュータサービス／賃貸借（リース）／その他役務／

1552 市外 株式会社みぞぐち商会 047-325-8111 千葉県市川市八幡三丁目２７番２０号 その他役務／

1553 市外 三谷コンピュータ株式会社 0776-67-8005 福井県坂井市丸岡町熊堂第３号７番地１－１３ 文房具・事務機器／コンピュータサービス／企画製作／賃貸借（リース）／

1554 市外 有限会社道中産業 0836-21-9704 山口県宇部市沼三丁目５番３５号 賃貸借（リース）／その他役務／

1555 市外
三井共同建設コンサルタント株式会社山口営
業所

083-934-3822 山口県山口市大内小京都４番３号 調査・研究／電気通信サービス／コンピュータサービス／その他役務／

1556 市外
三井住友建設鉄構エンジニアリング株式会社
広島営業所

086-504-8858 広島県広島市中区袋町５番２８号 その他物品／整備／

1557 市外
三井住友トラスト・パナソニックファイナン
ス株式会社

03-6858-9203 東京都港区芝浦一丁目２番３号 賃貸借（リース）／

1558 市外 三井住友ファイナンス＆リース株式会社 03-5219-6400 東京都千代田区丸の内一丁目３番２号 賃貸借（リース）／

1559 市外
ミツイワ株式会社サービスエンジニアリング
本部九州フィールドサービス部

092-752-3270 福岡県福岡市中央区長浜一丁目４番６号 文房具・事務機器／電気通信サービス／コンピュータサービス／企画製作／

1560 市外 ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 03-6758-6311 東京都中央区日本橋二丁目１１番２号 その他物品／

1561 市外 株式会社三葉 093-475-4192 福岡県北九州市小倉南区葛原一丁目２番３５号 文房具・事務機器／文化・体育用品／

1562 市外 三菱ＨＣキャピタル株式会社中国法人支店 082-242-1030 広島県広島市中区袋町５番２５号 賃貸借（リース）／

1563 市外 三菱重工マシナリーテクノロジー株式会社 082-291-2339 広島県広島市西区観音新町四丁目６番２２号 機械器具／整備／

1564 市外 三菱電機株式会社中国支社 082-248-5230 広島県広島市中区中町７番３２号 電気・精密機器／文房具・事務機器／
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1565 準市内２
三菱電機ビルソリューションズ株式会社中国
支社

082-248-1081 広島県広島市中区中町７番２２号 電気・精密機器／機械器具／庁舎等管理業務／建物等保守管理／整備／

1566 市外
三菱電機フィナンシャルソリューションズ株
式会社中国支店

082-212-1033 広島県広島市中区鉄砲町１０番１２号 賃貸借（リース）／

1567 市外
三菱電機プラントエンジニアリング株式会社
西日本本部中国支社

082-568-2668 広島県広島市東区若草町９番７号
電気・精密機器／文房具・事務機器／庁舎等管理業務／建物等保守管理／コンピュータサービス／
整備／

1568 準市内１ 三菱農機販売株式会社豊北営業所 083-782-0111 山口県下関市豊北町滝部３６９９ 資材・園芸用品／車両関連／

1569 準市内１
三菱ふそうトラック・バス株式会社中国ふそ
う

083-248-0621 山口県下関市長府扇町３番８８号 車両関連／

1570 市外
三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式
会社大阪

06-7637-1500 大阪府大阪市北区梅田二丁目５番２５号 調査・研究／その他役務／

1571 市内 有限会社ミツモリ 083-288-0480 山口県下関市菊川町大字上田部７８７番地の３６ その他物品／廃棄物処理（収集・運搬・処分等）／

1572 市内 ミツヤ電機株式会社 083-232-7111 山口県下関市観音崎町１５番１０号 電気・精密機器／機械器具／文房具・事務機器／

1573 市内 有限会社皆栄測量設計 083-287-0528 山口県下関市菊川町大字上岡枝２２８９番地 調査・研究／その他役務／

1574 市内 株式会社みなと 083-267-1124 山口県下関市大和町一丁目１２番６号 庁舎等管理業務／建物等保守管理／企画製作／その他役務／

1575 市外 一般財団法人みなと総合研究財団 03-5408-8291 東京都港区虎ノ門三丁目１番１０号 調査・研究／企画製作／その他役務／

1576 市内 都土地家屋調査士事務所 083-233-5956 山口県下関市宮田町二丁目３番１２号 その他役務／

1577 市内 宮崎硝子株式会社 083-231-1211 山口県下関市卸新町１２番地の１ 資材・園芸用品／広告用品／建物等保守管理／企画製作／

1578 市外 株式会社宮本工業所 076-441-2201 富山県富山市奥田新町１２番３号 日用品／

1579 市内 ミュージックサポート三日月 083-774-0074 山口県下関市豊浦町川棚６８７８ 文化・体育用品／

1580 市内 有限会社ミユキ産業 083-265-2298 山口県下関市川中豊町五丁目８番１５号 建物等保守管理／廃棄物処理（収集・運搬・処分等）／

1581 市外 株式会社ミヨシ福岡営業所 092-517-8090 福岡県福岡市博多区博多駅南二丁目４番１１号 機械器具／文化・体育用品／衣類・繊維／日用品／消防用品／食料品／
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1582 市内 株式会社みらいジャパン 083-267-6161 山口県下関市東大和町二丁目１３番１号 庁舎等管理業務／建物等保守管理／警備／

1583 市外 株式会社ムサシ中四国支店 082-232-9261 広島県広島市中区本川町二丁目６番１１号 文房具・事務機器／コンピュータサービス／

1584 市内 無敵良和土地家屋調査士事務所 083-250-6165 山口県下関市川中豊町五丁目１番４１号 その他役務／

1585 市外 株式会社ムトウ小倉支店 093-581-5551 福岡県北九州市小倉北区篠崎１丁目１番６号 電気・精密機器／薬品・検査用品／衣類・繊維／その他役務／

1586 市内 株式会社村上興業 083-282-0346 山口県下関市松屋本町二丁目４番１７号 企画製作／

1587 市内 有限会社村田金物店 083-766-0216 山口県下関市豊田町大字中村５番地 電気・精密機器／機械器具／資材・園芸用品／文房具・事務機器／燃料類／日用品／

1588 市外 ムラタ計測器サービス株式会社 045-812-1811 神奈川県横浜市戸塚区秋葉町１５番 調査・研究／

1589 市内 村田石油店 083-772-0076 山口県下関市豊浦町大字川棚７２７３番地１ 機械器具／車両関連／燃料類／食料品／整備／

1590 市内 有限会社村田豊商店 083-258-1717 山口県下関市大字福江字屋根下５２２番地 食料品／

1591 市内 有限会社ムラタ冷熱サービス 083-257-4505 山口県下関市一の宮学園町１８番１３号 庁舎等管理業務／整備／

1592 市内 有限会社村中本店 083-256-5881 山口県下関市秋根南町二丁目１番１号
電気・精密機器／文房具・事務機器／文化・体育用品／衣類・繊維／日用品／消防用品／印刷製本
／賃貸借（リース）／その他役務／

1593 市内 株式会社室田組 083-267-6132 山口県下関市彦島福浦町一丁目５番６号 企画製作／

1594 市内 有限会社室中文苑堂 083-232-6212 山口県下関市山手町１番２号
電気・精密機器／機械器具／資材・園芸用品／薬品・検査用品／文房具・事務機器／文化・体育用
品／衣類・繊維／日用品／広告用品／消防用品／企画製作／賃貸借（リース）／その他役務／

1595 市内 株式会社メイク機材 083-255-9888 山口県下関市生野町二丁目２８番１６号 電気・精密機器／機械器具／資材・園芸用品／薬品・検査用品／消防用品／

1596 市外 株式会社明光商会広島支店 082-297-1160 広島県広島市中区本川町二丁目１番地１３号 文房具・事務機器／

1597 市内 株式会社明治商会 083-266-6366 山口県下関市大和町二丁目１番２号 機械器具／資材・園芸用品／

1598 市外 名鉄協商株式会社関西支社 06-6302-5152
大阪府大阪市淀川区西中島５丁目１４番５号
ニッセイ新大阪南口ビル１２階

文房具・事務機器／日用品／食料品／建物等保守管理／賃貸借（リース）／その他役務／
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1599 市外 株式会社明電エンジニアリング山口営業所 0834-32-0883 山口県周南市新宿通一丁目４番地 電気・精密機器／機械器具／庁舎等管理業務／コンピュータサービス／整備／

1600 市外 明電ファシリティサービス株式会社中国支店 082-546-1160 広島県広島市中区大手町二丁目８番４号 建物等保守管理／整備／

1601 市外 株式会社名豊 052-322-0071 愛知県名古屋市中区松原二丁目２番３３号 印刷製本／調査・研究／コンピュータサービス／企画製作／その他役務／

1602 市外 株式会社メガテックジャパン 092-558-0555 福岡県大野城市川久保一丁目９番２０号 庁舎等管理業務／

1603 市内 株式会社メセナネットワーク 083-235-5233 山口県下関市長府侍町二丁目１番９号
電気・精密機器／文房具・事務機器／文化・体育用品／庁舎等管理業務／建物等保守管理／電気通
信サービス／コンピュータサービス／企画製作／整備／賃貸借（リース）／

1604 市外 メタウォーター株式会社中四国営業部 082-504-8135 広島県広島市中区大手町二丁目７番１０号
電気・精密機器／機械器具／資材・園芸用品／庁舎等管理業務／建物等保守管理／コンピュータ
サービス／

1605 市外 メディアインターナショナル株式会社 092-474-1598 福岡県福岡市博多区博多駅東一丁目１番３３号 機械器具／衣類・繊維／日用品／広告用品／コンピュータサービス／企画製作／

1606 市外 メディアシステム株式会社福岡営業所 092-525-7061
福岡県福岡市中央区清川二丁目２番２３－７０６
号

調査・研究／

1607 市外 株式会社メディアトライ 082-507-5005 広島県広島市西区己斐本町三丁目１６番２１号 電気・精密機器／消防用品／電気通信サービス／

1608 市内 株式会社メディカルテンダー 083-250-1551 山口県下関市垢田町一丁目２１番１６号 日用品／

1609 市外 メディカルトラスト株式会社 0836-88-6633 山口県山陽小野田市大字小野田３３６番地１ 電気・精密機器／薬品・検査用品／整備／賃貸借（リース）／

1610 市外 株式会社メディカル・プラネット 03-5781-5533
東京都港区港南二丁目１４番１４号品川インター
シティフロント７階

その他役務／

1611 市外 株式会社メディコネ 092-714-3511 福岡県福岡市中央区那の津四丁目３番４号 文房具・事務機器／その他物品／コンピュータサービス／

1612 市外 株式会社メディテクノサービス 06-6944-5997 大阪府大阪市中央区大手通一丁目３番５号 調査・研究／コンピュータサービス／その他役務／

1613 市外 株式会社メディブレーン 06-6946-1128 大阪府大阪市中央区徳井町二丁目４番１４号 調査・研究／コンピュータサービス／その他役務／

1614 市内 株式会社メルシィ 083-242-2766 山口県下関市稗田北町１０－２７ＹＫビル１階 文化・体育用品／衣類・繊維／日用品／広告用品／食料品／その他物品／企画製作／その他役務／

1615 市内 有限会社メンテナンスタグチ 083-286-2299 山口県下関市永田本町二丁目５番３６号 建物等保守管理／廃棄物処理（収集・運搬・処分等）／
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1616 市外 株式会社モリタ福岡支店 092-624-5119 福岡県糟屋郡粕屋町大字柚須１３２番地１ 車両関連／消防用品／

1617 市外 株式会社モリタエコノス広島支店 082-893-2231 広島県広島市安芸区中野六丁目９番２０号 車両関連／

1618 市外 森田産業株式会社 092-751-8666 福岡県福岡市中央区六本松３－１１－３１ 庁舎等管理業務／

1619 市外 株式会社モリタテクノス福岡営業部 092-624-5123 福岡県糟屋郡粕屋町大字柚須１３２番地１ 車両関連／

1620 市外 株式会社森田鉄工所広島営業所 082-568-2554 広島県広島市東区光町二丁目９番２４号 機械器具／建物等保守管理／

1621 市外 森平舞台機構株式会社 03-3842-1621 東京都台東区花川戸二丁目１１番２号 文化・体育用品／衣類・繊維／建物等保守管理／

1622 市内 株式会社森芳楽園 083-245-0283 山口県下関市長府松小田本町８番３１号 資材・園芸用品／文化・体育用品／建物等保守管理／調査・研究／企画製作／整備／

1623 市内 有限会社森本米穀店 083-223-2788 山口県下関市向洋町三丁目２番１１号 食料品／

1624 市内 株式会社モリワカ 083-252-1899 山口県下関市綾羅木本町三丁目２番２１号 薬品・検査用品／賃貸借（リース）／

1625 市内 有限会社ヤスイ 083-254-9821 山口県下関市幡生町一丁目３番１８号 電気・精密機器／機械器具／文房具・事務機器／広告用品／賃貸借（リース）／

1626 市外
安川オートメーション・ドライブ株式会社広
島営業所

082-535-0967 広島県広島市南区的場町一丁目２番１９号 電気・精密機器／庁舎等管理業務／

1627 市外 安田金属株式会社 0829-32-6223 広島県廿日市市木材港北４番６０号 その他物品／廃棄物処理（収集・運搬・処分等）／

1628 市内 株式会社ヤタベ 083-256-1212 山口県下関市勝谷新町一丁目１０番４号 車両関連／

1629 市外 八千代エンジニヤリング株式会社山口事務所 0834-32-5779 山口県周南市銀南街１番地 調査・研究／コンピュータサービス／企画製作／その他役務／

1630 市内 梁瀬電気管理事務所 083-267-2698 山口県下関市彦島杉田町二丁目１０番７号 庁舎等管理業務／

1631 市外 株式会社矢野テント 083-941-1110 山口県山口市下小鯖３５３番地２ 文化・体育用品／衣類・繊維／広告用品／企画製作／賃貸借（リース）／

1632 市内 有限会社ヤマウチ 083-767-0530 山口県下関市豊田町大字日野１５番地１ 資材・園芸用品／その他物品／廃棄物処理（収集・運搬・処分等）／
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1633 市内 有限会社山縣設備 083-267-6579 山口県下関市彦島西山町二丁目１１番１号 庁舎等管理業務／建物等保守管理／整備／

1634 市外 山口エコテック株式会社 0834-34-2935 山口県周南市晴海町７番４６ 廃棄物処理（収集・運搬・処分等）／

1635 市内 株式会社山口技術コンサルタンツ 083-233-1310 山口県下関市東向山町１３番２６号 調査・研究／写真・製図／その他役務／

1636 準市内１
山口教科書供給株式会社幸太郎スポーツ下関
店

083-250-8806 山口県下関市東大和町一丁目１番４７号 文化・体育用品／衣類・繊維／広告用品／

1637 準市内１ 山口教科図書販売株式会社下関営業所 083-242-0095 山口県下関市東大和町一丁目１番４７号 文化・体育用品／

1638 市内 一般財団法人山口経済研究所 083-268-1155 山口県下関市大和町一丁目１４番１号 調査・研究／

1639 準市内２ 山口県エンジニアリング株式会社 083-925-2850 山口県山口市吉敷下東二丁目１４番２２号 薬品・検査用品／建物等保守管理／廃棄物処理（収集・運搬・処分等）／調査・研究／整備／

1640 市内 山口県行政書士協同組合 083-233-1310 山口県下関市東向山町１３番２６号 調査・研究／その他役務／

1641 市内 山口県漁業協同組合 083-261-6611
山口県下関市大和町一丁目１６番１号下関漁港ビ
ル

資材・園芸用品／車両関連／燃料類／衣類・繊維／

1642 準市内１
公益社団法人山口県公共嘱託登記土地家屋調
査士協会下関事務所

083-234-5401 山口県下関市赤間町９番８号 調査・研究／その他役務／

1643 市外 特定非営利活動法人山口県樹木医会 0835-23-3648 山口県防府市大字下右田６４７番地 建物等保守管理／企画製作／

1644 市内 山口県西部森林組合 083-766-0180 山口県下関市豊田町大字中村８５３番１３
機械器具／資材・園芸用品／文房具・事務機器／燃料類／広告用品／建物等保守管理／廃棄物処理
（収集・運搬・処分等）／企画製作／写真・製図／その他役務／

1645 準市内１ 山口県石油協同組合下関支部 083-250-8580
山口県下関市細江新町１番１号下関海運ビル１１
号室

燃料類／

1646 準市内１ 山口県薬業株式会社下関支店 083-250-9520 山口県下関市大坪本町４４番１号
電気・精密機器／機械器具／薬品・検査用品／文化・体育用品／日用品／庁舎等管理業務／建物等
保守管理／企画製作／整備／その他役務／

1647 市外 公益財団法人山口県予防保健協会 083-933-0008 山口県山口市吉敷下東三丁目１番１号 庁舎等管理業務／調査・研究／その他役務／

1648 市内 やまぐち県酪乳業株式会社 083-288-0525 山口県下関市菊川町田部夢団地１番 食料品／

1649 市内 山口県酪農農業協同組合 083-287-1711 山口県下関市菊川町大字久野１０５５６番地の３ 資材・園芸用品／日用品／建物等保守管理／
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1650 市内 やまぐち県酪販売輸送株式会社下関営業所 083-233-1100 山口県下関市一の宮卸本町６番１３号 食料品／

1651 市外 山口興産株式会社 0836-34-1140 山口県宇部市文京町８番７号 その他物品／調査・研究／

1652 市内 山口合同ガス株式会社下関支店 083-223-2111 山口県下関市本町三丁目１番１号 機械器具／燃料類／庁舎等管理業務／建物等保守管理／

1653 市外 山口システム通信株式会社 083-922-1515 山口県山口市吉敷下東一丁目３番２４号 電気・精密機器／文房具・事務機器／建物等保守管理／賃貸借（リース）／

1654 準市内１ 山口視聴覚機器株式会社下関営業所 083-227-2389 山口県下関市稗田町７ー１イーストビル１０３
電気・精密機器／機械器具／資材・園芸用品／文房具・事務機器／文化・体育用品／車両関連／衣
類・繊維／日用品／消防用品／建物等保守管理／調査・研究／電気通信サービス／コンピュータ
サービス／企画製作／整備／賃貸借（リース）／その他役務／

1655 準市内１ 山口自動車無線株式会社下関営業所 083-229-2123 山口県下関市岬之町１３番２６号
電気・精密機器／文房具・事務機器／建物等保守管理／電気通信サービス／コンピュータサービス
／企画製作／整備／賃貸借（リース）／

1656 市外 株式会社山口シネマ 03-5839-2721 東京都千代田区岩本町一丁目１１番２号 電気・精密機器／その他役務／

1657 市内 株式会社山口情報処理サービスセンター 083-257-5800 山口県下関市大字石原１６８番地１６ コンピュータサービス／その他役務／

1658 市内 山口ダイハツ販売株式会社 083-267-1106 山口県下関市東大和町二丁目１１番１号 車両関連／

1659 準市内１ 山口調理機株式会社下関営業所 083-289-5011 山口県下関市大字内日上１９０１ 電気・精密機器／機械器具／文房具・事務機器／日用品／

1660 市外 山口テレコム株式会社 0836-21-5939 山口県宇部市鍋倉町６番６号
電気・精密機器／文房具・事務機器／建物等保守管理／電気通信サービス／コンピュータサービス
／企画製作／整備／賃貸借（リース）／

1661 市内 山口天幕製帆工業株式会社 083-232-2222 山口県下関市椋野町二丁目１１番６０号 機械器具／文化・体育用品／車両関連／衣類・繊維／広告用品／消防用品／整備／

1662 準市内１ 山口トヨタ自動車株式会社下関店 083-252-3245 山口県下関市幡生町１丁目２番１０号 車両関連／

1663 準市内１ 山口日産自動車株式会社新下関店 083-242-0523 山口県下関市秋根西町二丁目７－４ 車両関連／整備／

1664 市内 山口パトロール警備株式会社 083-252-3811 山口県下関市宝町１１番５号 文房具・事務機器／庁舎等管理業務／建物等保守管理／警備／

1665 準市内１ 山口日野自動車株式会社下関支店 083-250-7261 山口県下関市長府扇町１２番２０号 車両関連／

1666 市外 山口保安工業有限会社 0835-28-8873 山口県防府市天神一丁目６番２４号 警備／
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1667 市内 山口防災工業株式会社 083-223-3231 山口県下関市椋野町三丁目１３番４５号 消防用品／庁舎等管理業務／

1668 準市内１ 山口マツダ株式会社下関幡生店 083-252-2456 山口県下関市幡生宮の下町９番２２号 車両関連／整備／

1669 市外 株式会社山口メディカル 0835-34-0553 山口県防府市大字富海２５２０番地 薬品・検査用品／

1670 準市内２ 山口ヤクルト販売株式会社 083-973-8960 山口県山口市小郡黄金町１４番７号 食料品／

1671 市内 山口ロックセルフペイント株式会社 083-256-3195 山口県下関市一の宮住吉二丁目８番２４号 資材・園芸用品／

1672 準市内１ 株式会社山産下関営業所 083-250-6311 山口県下関市秋根南町一丁目１番２７号 電気・精密機器／機械器具／車両関連／庁舎等管理業務／建物等保守管理／整備／

1673 市外 山下医科器械株式会社北九州支社 093-962-2245 福岡県北九州市小倉南区下南方一丁目４番１号
電気・精密機器／機械器具／薬品・検査用品／文房具・事務機器／賃貸借（リース）／その他役務
／

1674 市内 山下工業株式会社 083-248-4224 山口県下関市長府扇町１１番２号
機械器具／資材・園芸用品／文化・体育用品／広告用品／庁舎等管理業務／建物等保守管理／企画
製作／整備／

1675 準市内１ 株式会社山田商会下関営業所 083-242-1751 山口県下関市川中豊町一丁目３番１７号 電気・精密機器／機械器具／文房具・事務機器／建物等保守管理／賃貸借（リース）／

1676 準市内１ 山田石油株式会社下関支店 083-232-5158 山口県下関市観音崎町１３番３号 車両関連／燃料類／

1677 準市内１ 株式会社ヤマダデンキ下関営業所 083-250-1013 山口県下関市武久町二丁目１１番１号 電気・精密機器／機械器具／文房具・事務機器／文化・体育用品／車両関連／

1678 市内 やまだ土地家屋調査士事務所 083-263-0210 山口県下関市一の宮本町二丁目８番３３号 調査・研究／その他役務／

1679 市内 株式会社大和 083-231-0368 山口県下関市観音崎町６番５号 日用品／食料品／

1680 準市内２ ヤマト運輸株式会社山口主管支店 083-986-3809
山口県山口市鋳銭司字鋳銭司団地北１０４４７－
４５

運送・旅行／

1681 市外 株式会社大和速記情報センター福岡営業所 092-475-1361 福岡県福岡市博多区博多駅東二丁目６番２３号 コンピュータサービス／その他役務／

1682 市外 ヤマト発動機株式会社 0277-78-6211 群馬県太田市六千石町２１４番地 車両関連／

1683 市内 大和無線株式会社 083-222-6101 山口県下関市南部町８番３号 電気・精密機器／機械器具／文房具・事務機器／文化・体育用品／車両関連／
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1684 市内 有限会社山野旗幕染工場 083-222-3189 山口県下関市神田町二丁目１３番８号 衣類・繊維／日用品／広告用品／

1685 市外 ヤマハサウンドシステム株式会社福岡営業所 092-452-2811 福岡県福岡市博多区博多駅前三丁目２８番３号 電気・精密機器／

1686 市外 株式会社山原商会 0836-31-1032 山口県宇部市大字沖宇部５２５４番地の３３ 廃棄物処理（収集・運搬・処分等）／

1687 市外 株式会社ヤマモト関西支店 078-414-8460 兵庫県神戸市灘区千旦通二丁目５番１１号 廃棄物処理（収集・運搬・処分等）／

1688 準市内１
ヤンマーアグリジャパン株式会社中四国支社
菊川支店

083-287-1425 山口県下関市菊川町下岡枝６５２－５ 車両関連／

1689 市外
ヤンマーエネルギーシステム株式会社山口営
業所

0834-25-2101 山口県周南市鼓海二丁目１１８番５３号 機械器具／庁舎等管理業務／

1690 市外 結エデュケーション株式会社 0465-20-3367 神奈川県小田原市国府津三丁目８番１０－２０１ その他役務／

1691 市外 株式会社ＵＲリンケージ九州支社 092-713-9209 福岡県福岡市中央区天神三丁目９番３３号 調査・研究／

1692 市外 有価物回収協業組合石坂グループ 096-389-5501 熊本県熊本市東区戸島町２８７４番地 廃棄物処理（収集・運搬・処分等）／

1693 市外 ユーディーエンジニアリング株式会社 0836-53-5010 山口県宇部市あすとぴあ四丁目２番６ 電気・精密機器／建物等保守管理／

1694 市外 ＵＢＥマシナリー株式会社 0836-22-6250 山口県宇部市大字小串字沖ノ山１９８０番地 整備／

1695 市内 株式会社ユキテクノ 083-266-0770 山口県下関市彦島弟子待町三丁目１番７号 電気・精密機器／機械器具／庁舎等管理業務／建物等保守管理／整備／

1696 市内 ユタカ不動産鑑定事務所 083-227-3300 山口県下関市大字永田郷１３５６番地２ その他役務／

1697 市外 株式会社ユニオンリサーチ九州支社 092-771-0642 福岡県福岡市中央区天神二丁目８番３８号 調査・研究／その他役務／

1698 市外 株式会社ユニサス山口営業所 083-973-2036 山口県山口市小郡下郷１４３７番地４ 資材・園芸用品／文化・体育用品／建物等保守管理／

1699 市外 株式会社ユニバーサルエクスプレス 03-3669-5550 東京都中央区日本橋久松町５番１３号 運送・旅行／

1700 市外 株式会社ユビニティー 03-6859-6680
東京都品川区東五反田一丁目１０番１０号オフィ
スＴ＆Ｕ１０階

その他物品／
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1701 市内 百合野崇土地家屋調査士事務所 083-231-1546 山口県下関市細江新町３番４５号 その他役務／

1702 市内 百合野優土地家屋調査士事務所 083-231-1546 山口県下関市細江新町３番４５号 その他役務／

1703 市外
横河ソリューションサービス株式会社九州支
店

092-272-1301 福岡県福岡市博多区御供所町３番２１号 電気・精密機器／

1704 市外 横浜金属商事株式会社福岡事業所 092-919-3260 福岡県太宰府市北谷７１３番地１号 廃棄物処理（収集・運搬・処分等）／

1705 市外 株式会社吉田生物研究所 075-581-0835 京都府京都市山科区厨子奥苗代元町３１番地 調査・研究／企画製作／

1706 市内 株式会社吉村印刷 083-232-1190 山口県下関市中之町５番９号 印刷製本／企画製作／

1707 市内 吉村瑞芳園 083-222-3976 山口県下関市貴船町二丁目３番１１号 食料品／

1708 市内 米原太一土地家屋調査士事務所 083-232-3031 山口県下関市細江新町３番４５号 その他役務／

1709 準市内１ 株式会社読売広告西部下関支社 083-224-8888 山口県下関市南部町２２番２５号 広告用品／企画製作／

1710 市外 株式会社四航コンサルタント広島営業所 082-225-6141
広島県広島市安佐南区東原一丁目１６－５－３０
５

調査・研究／コンピュータサービス／写真・製図／

1711 市外 弁護士法人ライズ綜合法律事務所 048-650-0001
埼玉県さいたま市大宮区大門町１ー１ミナトビル
５Ｆ

その他役務／

1712 市外 株式会社ライズファクトリー 03-3288-0099
東京都千代田区飯田橋二丁目１番４号　日東九段
ビル６階

日用品／広告用品／企画製作／

1713 市内 株式会社ライフネット 083-227-2666 山口県下関市長府港町８番３９号 運送・旅行／その他役務／

1714 市外 株式会社ライフライン北九州営業所 093-952-8899
福岡県北九州市小倉北区東篠崎一丁目１－１５－
Ａ４０２

調査・研究／コンピュータサービス／

1715 市内 株式会社ライブワーク山口 083-242-0655 山口県下関市川中本町二丁目３番１号 庁舎等管理業務／建物等保守管理／企画製作／その他役務／

1716 市外 ラボサービス株式会社 0545-32-7200
静岡県富士市鈴川西町１４番３８号　コーポ石井
２０２号

廃棄物処理（収集・運搬・処分等）／

1717 市外 ランドブレイン株式会社山口事務所 083-600-0091 山口県山口市陶２９７４番地 調査・研究／コンピュータサービス／企画製作／
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1718 市外 株式会社リィツメディカル北九州営業所 093-632-6011 福岡県北九州市八幡西区紅梅３丁目２番１号 薬品・検査用品／

1719 市外 株式会社リーテック 0836-34-2252 山口県宇部市文京町８番７号 その他物品／廃棄物処理（収集・運搬・処分等）／

1720 市内 有限会社リーム 083-242-0680 山口県下関市富任町一丁目４番１－３号 調査・研究／企画製作／写真・製図／賃貸借（リース）／その他役務／

1721 市外 リエスパワーネクスト株式会社 03-5960-8130 東京都豊島区東池袋四丁目２１番１号 その他物品／

1722 準市内１ 株式会社リクチコンサルタント下関営業所 083-249-5801 山口県下関市伊倉本町１１番８号 調査・研究／その他役務／

1723 市外 株式会社リクチ漏水調査 03-3954-9225 東京都新宿区中落合三丁目２１番２号 機械器具／調査・研究／

1724 市外 株式会社リクルート 03-6835-3000 東京都千代田区丸の内一丁目９番２号 文化・体育用品／調査・研究／コンピュータサービス／企画製作／その他役務／

1725 市外 株式会社理経九州営業所 092-411-8731 福岡県福岡市博多区博多駅前二丁目２０番１号 コンピュータサービス／

1726 市外 株式会社リケン工業 078-855-2875 兵庫県神戸市東灘区住吉南町１丁目１２番２１号 その他物品／

1727 準市内１
リコージャパン株式会社マーケティング本部
山口支社山口営業部

083-973-6411 山口県下関市細江町二丁目２番１号
電気・精密機器／薬品・検査用品／文房具・事務機器／電気通信サービス／コンピュータサービス
／賃貸借（リース）／その他役務／

1728 市外 リコーリース株式会社中国支社 082-511-1711 広島県広島市中区八丁堀３番３３号 賃貸借（リース）／

1729 市外
株式会社リサーチアンドソリューション広島
営業所

082-545-5151
広島県広島市中区銀山町３番１号ひろしまハイビ
ル２１　１６階

コンピュータサービス／賃貸借（リース）／

1730 市外 理水化学株式会社広島支店 082-545-6885 広島県広島市中区大手町三丁目８番１号
電気・精密機器／機械器具／資材・園芸用品／薬品・検査用品／建物等保守管理／整備／賃貸借
（リース）／

1731 市内 株式会社ｒｉｔａｙａ　ｄｅｓｉｇｎ 083-250-8490
山口県下関市一の宮町二丁目１３ー２５フジタビ
ル２階南

電気・精密機器／資材・園芸用品／文房具・事務機器／衣類・繊維／日用品／広告用品／印刷製本
／コンピュータサービス／企画製作／写真・製図／その他役務／

1732 市外 株式会社リックサポート 092-944-6161 福岡県古賀市日吉二丁目１６番７号 その他役務／

1733 市内 有限会社リビングカワノ 083-782-0012 山口県下関市豊北町大字滝部字榎８４９番地 機械器具／資材・園芸用品／文化・体育用品／衣類・繊維／日用品／その他役務／

1734 市外 株式会社リブネット 0596-25-7903 三重県伊勢市楠部町乙１３５番地
電気・精密機器／文房具・事務機器／文化・体育用品／建物等保守管理／コンピュータサービス／
その他役務／
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1735 市外 株式会社リミックスポイント 03-6303-0280 東京都港区六本木三丁目２番１号 薬品・検査用品／その他物品／

1736 市外 株式会社流通研究所 046-295-0831 神奈川県厚木市寿町一丁目４番３－２号 調査・研究／企画製作／写真・製図／その他役務／

1737 市外 菱信工業株式会社山口営業所 0835-24-5385 山口県防府市開出本町１９番１３号 庁舎等管理業務／

1738 市外 株式会社両備システムズ 086-264-0113 岡山県岡山市南区豊成二丁目７番１６号 文房具・事務機器／印刷製本／コンピュータサービス／賃貸借（リース）／その他役務／

1739 市内 有限会社リョーワ食糧 083-266-5177 山口県下関市彦島江の浦町四丁目３番６号 食料品／

1740 市外 りらいあコミュニケーションズ株式会社 03-5351-7200 東京都渋谷区代々木二丁目６番５号 庁舎等管理業務／建物等保守管理／調査・研究／コンピュータサービス／企画製作／その他役務／

1741 市内 株式会社林材 083-224-1121 山口県下関市一の宮卸本町３番２７号 資材・園芸用品／消防用品／庁舎等管理業務／

1742 市内 有限会社ルート１９１観光 083-772-2626 山口県下関市豊浦町豊洋台一丁目９７７番地の３ 運送・旅行／

1743 市外 株式会社Ｌｏｏｏｐ 03-5846-2325 東京都台東区上野三丁目２４番６号 その他物品／

1744 市外
株式会社ルネサンススポーツクラブルネサン
ス小倉

093-513-2222 福岡県北九州市小倉北区浅野１－１－１ その他役務／

1745 市内 株式会社冷機サービス 083-281-1921 山口県下関市小月杉迫二丁目１３番１４号 庁舎等管理業務／

1746 市外 株式会社ＬＥＯＣ 03-5220-8573 東京都千代田区大手町一丁目１番３号 その他役務／

1747 市外
レキオス・ウォーター株式会社西日本事業本
部

06-4705-5887 大阪府大阪市中央区南船場一丁目１２番３号 調査・研究／

1748 市外 株式会社レッカスグルーヴ 03-5779-7737
東京都世田谷区池尻三丁目２２番４号池尻大橋ビ
ル３階

薬品・検査用品／衣類・繊維／広告用品／印刷製本／調査・研究／電気通信サービス／コンピュー
タサービス／企画製作／写真・製図／

1749 市外 株式会社レントオール周南 0834-61-3131 山口県周南市大字夜市６７１番地の１ 企画製作／

1750 市外 ローレルバンクマシン株式会社北九州営業所 093-922-1370 福岡県北九州市小倉北区黄金一丁目７番１２号 電気・精密機器／

1751 市内 株式会社ＬＯＣＯ防災 083-250-8190 山口県下関市一の宮町二丁目１８番５号 消防用品／庁舎等管理業務／
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1752 準市内１ ロジスネクスト九州株式会社下関支店 083-255-3586 山口県下関市熊野西町５番１５号 車両関連／

1753 市内 有限会社ロッキースポーツ下関 083-234-0120 山口県下関市後田町一丁目８番１８号 文化・体育用品／

1754 市外 ワールドウォーターバッグ株式会社 06-6713-7465 大阪府大阪市東住吉区今川一丁目６番２３号 消防用品／

1755 市内 ＷｏｒｌｄＳｋｅｔｃｈ一級建築士事務所 083-265-8047 山口県下関市稗田町５番２０号Ｋビル２０５ 建物等保守管理／調査・研究／その他役務／

1756 市外 学校法人ＹＩＣ学院 083-976-8355 山口県山口市小郡黄金町２番２４号 企画製作／その他役務／

1757 市内 株式会社ＹＭＦＧＺＯＮＥプラニング 083-223-4202 山口県下関市竹崎町四丁目２番３６号 調査・研究／企画製作／その他役務／

1758 市外 ワイコム株式会社 06-6972-1255 大阪府大阪市東成区玉津一丁目９番１０号 日用品／

1759 市内 株式会社ワカエビス 083-231-2345 山口県下関市一の宮卸本町１番８号 文房具・事務機器／衣類・繊維／その他役務／

1760 市外 早稲田システム開発株式会社 03-6457-8585 東京都新宿区高田馬場四丁目４０番１７号 文房具・事務機器／コンピュータサービス／賃貸借（リース）／

1761 準市内２
ワタキューセイモア株式会社中国支店山口営
業所

083-976-1100 山口県山口市小郡平成町２番６号
機械器具／薬品・検査用品／文房具・事務機器／衣類・繊維／庁舎等管理業務／建物等保守管理／
賃貸借（リース）／その他役務／

1762 市内 和田建設株式会社 083-785-0051 山口県下関市豊北町大字粟野５０２７番地 建物等保守管理／企画製作／

1763 市内 和田電機株式会社 083-267-1443 山口県下関市彦島福浦町二丁目２０番１１号 電気・精密機器／機械器具／庁舎等管理業務／建物等保守管理／整備／

1764 市内 株式会社和田又 083-248-4604 山口県下関市長府扇町６番３０号 食料品／

1765 市内 ワンズ建設株式会社 083-250-5309 山口県下関市王司川端一丁目１番１１号 建物等保守管理／

1766 市外
ヴェオリア・ジェネッツ株式会社中・四国支
店

089-915-8020 愛媛県松山市一番町一丁目１５番２号 建物等保守管理／調査・研究／コンピュータサービス／その他役務／
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