
しゅうなんイクボス同盟加入事業者名簿 令和4年7月現在

登録
番号

登録年月日 事業者名 郵便番号 住      所 

1 平成28年10月12日 株式会社中特ホールディングス 745-0801 大字久米３０７８番地の１

2 平成28年10月16日 防長建材株式会社 745-0042 野上町２丁目１５番地

3 平成28年10月17日 山口県周南農林事務所 745-0004 毛利町２丁目３８

4 平成28年10月18日 徳山労働基準監督署 745-0844 速玉町３－４１

5 平成28年10月18日 株式会社西京銀行 745-0015 平和通１丁目１０－２

6 平成28年10月18日 株式会社徳山ビルサービス 745-0802 大字栗屋５０番地の１１

7 平成28年10月19日 平村設備工業株式会社 745-0812 横浜町１６番３６号

8 平成28年10月20日 西日本旅客鉄道株式会社　徳山地域鉄道部 745-0034 御幸通２丁目２８番地

9 平成28年10月21日 社会福祉法人鼓ヶ浦整肢学園 745-0801 大字久米７５２番地４

10 平成28年10月25日 徳山税関支署 746-0028 徳山港町６－３５号徳山港湾合同庁舎内

11 平成28年10月25日 山口県周南健康福祉センター 745-0004 毛利町２丁目３８

12 平成28年10月28日 太華工業株式会社 745-0072 弥生町２丁目１８番地

13 平成28年10月31日 株式会社ソイル・ブレーン 745-0802 大字栗屋１０３５番地の６

14 平成28年11月2日 独立行政法人国立高等専門学校機構　徳山工業高等専門学校 745-8585 学園台

15 平成28年11月4日 日鉄ステンレス株式会社　製造本部 山口製造所 周南エリア 746-0023 野村南町４９７６番地

16 平成28年11月7日 徳山商工会議所 745-0037 栄町２－１５

17 平成28年11月7日 周南マリコム株式会社 745-0047 入船町２－３

18 平成28年11月8日 西日本高速道路株式会社　中国支社　周南高速道路事務所 745-0801 大字久米字東秋本２８０３－１

19 平成28年11月8日 株式会社フジ　新南陽店 746-0012 政所２丁目２－１

20 平成28年11月9日 山口県周南港湾管理事務所 745-0025 築港町１３－２３

21 平成28年11月9日 独立行政法人地域医療機能推進機構　徳山中央病院 745-8522 孝田町１番１号

22 平成28年11月10日 株式会社ふじたプリント社 745-0801 大字久米３９１８番地

23 平成28年11月10日 東ソー株式会社　南陽事業所 746-0006 開成町４５６０番地

24 平成28年11月10日 社会福祉法人白鳩学園 745-0803 大字大島６３７番地の２

25 平成28年11月11日 徳山興産株式会社 745-0037 栄町２丁目３１番地

26 平成28年11月11日 出光興産株式会社徳山事業所 745-8613 新宮町１－１

27 平成28年11月11日 徳山公共職業安定所 745-0866 大字徳山７５１０－８

28 平成28年11月11日 株式会社トクヤマ 745-8648 御影町１－１

29 平成28年11月28日 共同産業株式会社 746-0101 大字高瀬４５８番地

30 平成28年11月30日 周南公立大学 745-8566 学園台８４３－４－２

31 平成28年12月5日 サマンサジャパン株式会社 745-0845 河東町２番３６号

32 平成28年12月5日 公益財団法人周南地域地場産業振興センター 745-0814 鼓海２丁目１１８番地の２４

33 平成28年12月6日 中国電力株式会社　周南営業所 745-0801 久米東神女３１９６－１

34 平成28年12月8日 社会福祉法人周南市社会福祉協議会 745-8529 速玉町３－１７

35 平成28年12月8日 周南市役所 745-8655 岐山通１－１

36 平成28年12月9日 株式会社ニッシンイクス 745-0814 鼓海二丁目１１８番地６３



登録
番号

登録年月日 事業者名 郵便番号 住      所 

37 平成28年12月16日 山口県周南県税事務所 745-0004 毛利町２丁目３８

38 平成29年1月20日 岡寺産業株式会社 745-0062 月丘町３－６

39 平成29年1月20日 飯田興業有限会社 746-0038 福川２－１０－３０

40 平成29年1月20日 有限会社ワイシー・メディア 745-0056 新宿通６丁目２－７

41 平成29年1月20日 公益社団法人周南市シルバー人材センター 745-0806 桜木三丁目１番３号

42 平成29年1月20日 株式会社米沢園芸 745-0806 桜木２－１１－５

43 平成29年1月20日 有限会社原屋建設 745-0302 鹿野上３２６８－１

44 平成29年1月20日 若山石油株式会社 746-0036 温田二丁目３－８

45 平成29年1月20日 株式会社ミヤハラ 745-0802 大字栗屋５０－４７

46 平成29年1月20日 セコム株式会社　徳山支社 745-0035 有楽町２３番地

47 平成29年1月20日 有限会社乗川地研 745-0016 若宮町一丁目２０番地

48 平成29年1月20日 維新労務士事務所 745-0805 櫛ヶ浜２２７－１

49 平成29年1月20日 フジ総業株式会社 745-0851 大字徳山５０４１番地

50 平成29年1月20日 株式会社周南スイミングクラブ 745-0862 江口１－１－２６

51 平成29年1月20日 有限会社国辰 745-0032 銀座２－１８

52 平成29年1月20日 有限会社ケアポート徳山 745-0012 川端町１－１１

53 平成29年1月20日 富士事務器株式会社 745-0033 みなみ銀座２-２８

54 平成29年4月13日 新南陽商工会議所 746-0017 宮の前二丁目六番１３号

55 平成29年4月21日 株式会社　徳本工務店 746-0011 土井一丁目１０番１２号

56 平成29年5月22日 株式会社中村鉄工所 745-0056 新宿通３丁目８番地

57 平成29年8月23日 日本政策金融公庫徳山支店 745-0036 本町１丁目３番地

58 平成29年10月12日 アクサ生命保険株式会社 745-0037 栄町２－１５　徳山商工会議所ビル５Ｆ

株式会社ＹＭＦＧ　ＺＯＮＥプラニング 750-0025 下関市竹崎町４丁目２番３６号

60 平成30年4月20日 株式会社山口銀行　徳山支店 745-0011 桜馬場通1丁目1

61 平成30年5月14日 株式会社サンテック 745-0862 江口ニ丁目１番１７号

62 平成30年5月16日 富田印刷株式会社 746-0024 古泉三丁目９番１５号

63 平成30年12月19日 日研空調株式会社 745-0074 今宿町３丁目４３番地

64 平成31年1月17日 株式会社渡辺写真機店（株式会社カメラのワタナベ） 745-0032 銀座１丁目８ 銀座センタービル 1階

65 平成31年1月25日 ホテルサンルート　徳山 745-0025 築港町８－３３

66 平成31年3月15日 公益財団法人周南市体育協会 745-0851
大字徳山４２７番地　キリンビバレッジ周
南総合スポーツセンター

67 平成31年3月22日 株式会社ライフデザイン 745-0002 二番町３丁目３４－１

68 令和元年8月21日 株式会社ビークルーエッセ 745-0861 新地３丁目５番１８号

69 令和2年1月30日 ＴＤパワーマテリアル株式会社 746-0004 三笹町２９－１７

70 令和2年3月10日 ライフスタイル協同組合 746-0018 大神１－１７－３２

71 令和2年3月16日 株式会社アテナ 745-0066 本町１丁目３番地　大同生命徳山ビル７階

72 令和4年7月15日 株式会社ルネサンス　スポーツクラブ&スパ　ルネサンス徳山２４ 745-0842 青山町3－1

59 平成30年4月18日

※周南市にも拠点を有する株式会社山口フィナンシャルグループのワーク・ライフ・バランス推進部署として加入


