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1. 市町高齢者保健福祉担当課
市町名 担当部署 電話番号 住　所

下関市 長寿支援課 083-231-1340 下関市南部町1-1

宇部市 高齢者総合支援課 0836-34-8303 宇部市常盤町1-7-1

山口市 高齢福祉課 083-934-2793 山口市亀山町2-1

萩市 高齢者支援課 0838-25-3137 萩市大字江向510

防府市 高齢福祉課 0835-25-2973 防府市寿町7-1

下松市 長寿社会課 0833-45-1833 下松市大手町3-3-3

岩国市 高齢者支援課 0827-29-2588 岩国市今津町1-14-51

光市 高齢者支援課 0833-74-3012 光市光井2-2-1

長門市 高齢福祉課 0837-23-1157 長門市東深川1339-2

柳井市 高齢者支援課 0820-22-2111（代表） 柳井市南町1-10-2

美祢市 福祉課 0837-52-1132 美祢市大嶺町東分326-1

周南市 地域福祉課 0834-22-8200 周南市岐山通1-1

山陽小野田市 高齢福祉課 0836-82-1171 山陽小野田市日の出1-1-1

周防大島町 福祉課 0820-77-5505 大島郡周防大島町大字西安下庄
3920-21（たちばなケアプラザ）

和木町 保健福祉課 0827-52-2195 玖珂郡和木町和木1-1-1

上関町 保健福祉課 0820-62-0184 熊毛郡上関町大字長島448

田布施町 町民福祉課 0820-52-5810 熊毛郡田布施町大字下田布施
3440-1

平生町 健康保険課 0820-56-7115 熊毛郡平生町大字平生町210-1

阿武町 健康福祉課 08388-2-3115 阿武郡阿武町大字奈古2636

2. 地域包括支援センター
市町名 担当部署 電話番号 住　所

下関市

下関市本庁東部地域包括支援センター 083-231-1943 下関市南部町1-1

下関市本庁西部地域包括支援センター 083-250-8521 下関市上新地町3-5-5

下関市本庁北部地域包括支援センター 083-255-1111 下関市武久町2-2-13

下関市彦島地域包括支援センター 083-266-6516 下関市彦島江の浦町1-5-2
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市町名 担当部署 電話番号 住　所

下関市

下関市長府地域包括支援センター 083-227-3151 下関市長府松小田本町1-26

下関市東部地域包括支援センター 083-249-2015 下関市王司上町1-2-20

下関市川中地域包括支援センター 083-252-6223 下関市川中豊町3-3-5

下関市安岡・吉見地域包括支援センター 083-249-5015 下関市富任町1-4-1-3

下関市勝山・内日地域包括支援センター 083-227-2700 下関市形山みどり町14-16

下関市菊川・豊田地域包括支援センター 083-287-2870 下関市菊川町大字下岡枝172-2

下関市豊浦地域包括支援センター 083-775-2941 下関市豊浦町大字川棚6895-1

下関市豊北地域包括支援センター 083-782-1904 下関市豊北町大字滝部3140-1

宇部市

宇部市南部第1地域包括支援センター 0836-38-8551 宇部市東芝中町4-45

宇部市南部第 2 地域包括支援センター 0836-38-3220 宇部市寿町3-2-26

宇部市北部東地域包括支援センター 0836-62-5858 宇部市大字木田40-221

宇部市北部西地域包括支援センター 0836-67-0506 宇部市大字船木833-3　

宇部市東部第1地域包括支援センター 0836-39-6971 宇部市大字東岐波4940-1

宇部市東部第 2 地域包括支援センター 0836-39-6151 宇部市大字西岐波229-105

宇部市中部第1地域包括支援センター 0836-43-9551 宇部市中村2-7-15

宇部市中部第 2 地域包括支援センター 0836-39-6131 宇部市若松町8-3

宇部市西部第1地域包括支援センター 0836-45-3969 宇部市大字際波287-1

宇部市西部第 2 地域包括支援センター 0836-43-9307 宇部市大字妻崎開作470-3

山口市

山口市基幹型地域包括支援センター 083-934-2758 山口市亀山町2-1

山口市中央地域包括支援センター 083-934-3338 山口市朝倉町5-4

山口市川東地域包括支援センター 083-986-2077 山口市鋳銭司12361-3

山口市北東地域包括支援センター 083-941-6672 山口市大内矢田北5-12-7

山口市北東第 2 地域包括支援センター 083-929-1414 山口市仁保中郷2316-2

山口市鴻南地域包括支援センター 083-934-3333 山口市黒川3363

山口市川西地域包括支援センター 083-976-5711 山口市小郡下郷609-5

山口市川西第 2 地域包括支援センター 0836-39-9012 山口市阿知須4226

萩市 萩市地域包括支援センター 0838-25-3521 萩市大字江向510
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市町名 担当部署 電話番号 住　所

防府市

防府市地域包括支援センター 0835-25-2964 防府市寿町7-1

防府東地域包括支援センター 0835-27-0150 防府市岸津2-24-20

防府西地域包括支援センター 0835-32-3310 防府市大字台道1684

防府南地域包括支援センター 0835-28-7002 防府市大字新田1629-1

防府北地域包括支援センター 0835-28-7215 防府市大字高井544

下松市 下松市地域包括支援センター 0833-45-1838 下松市大手町3-3-3

岩国市

岩国市地域包括支援センター 0827-29-2566 岩国市今津町1-14-51

岩国市岩国第一地域包括支援センター 0827-34-1577 岩国市牛野谷町2-12-38

岩国市岩国第二地域包括支援センター 0827-44-0700 岩国市多田1115

岩国市岩国第三地域包括支援センター 0827-34-1313 岩国市藤生町1-17-26

岩国市岩国第五地域包括支援センター 0827-71-0055 岩国市錦町広瀬1067-1

光市

光市東部地域包括支援センター 0833-74-3061 光市光井2-2-1
光市社会福祉協議会内

光市西部地域包括支援センター 0833-74-2000 光市光ケ丘5-18
高齢者複合施設ひかり苑内

光市基幹型地域包括支援センター 0833-74-3002 光市光井2-2-1

長門市

長門市地域包括支援センター 0837-23-1244 長門市東深川1339-2

長門市東地域包括支援センター 0837-27-0410 長門市仙崎198-1

長門市西地域包括支援センター 0837-33-2020 長門市油谷新別名10803

柳井市 柳井市地域包括支援センター 0820-22-2111 柳井市南町1-10-2

美祢市
美祢市地域包括支援センター 0837-54-0138 美祢市大嶺町東分326-1

美祢東地域包括支援センター 0837-62-0155 美祢市秋芳町秋吉5243-3

周南市

周南西部地域包括支援センター 0834-62-6301 周南市古川町1-17

つづみ園地域包括支援センター 0834-28-7055 周南市瀬戸見町12-30

周南東部地域包括支援センター 0834-29-1155 周南市大字久米1533-3

徳山医師会地域包括支援センター 0834-32-9035 周南市東山町6-28

周南北部地域包括支援センター 0834-87-2000 周南市須々万本郷2502

山陽小野田市 山陽小野田市地域包括支援センター 0836-82-1149 山陽小野田市日の出1-1-1
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市町名 担当部署 電話番号 住　所

周防大島町 周防大島町地域包括支援センター 0820-73-5506 大島郡周防大島町大字土居
1325-1

和木町 和木町地域包括支援センター 0827-52-2196 玖珂郡和木町和木1-1-1

上関町 上関町地域包括支援センター 0820-62-1780 熊毛郡上関町大字長島448

田布施町 田布施地域包括支援センター 0820-53-1292 熊毛郡田布施町大字宿井406

平生町 平生町高齢者地域包括支援センター 0820-56-8000 熊毛郡平生町大字平生村618-2

阿武町 阿武町総合相談センター 08388-2-3313 阿武郡阿武町大字奈古3081-5

3. 社会福祉協議会
名　称 電話番号 住　所

山口県社会福祉協議会 083-924-2777 山口市大手町9-6
ゆ~あいプラザ山口県社会福祉会館内

下関市社会福祉協議会 0832-32-2001 下関市貴船町3-4-1
下関市社会福祉センター内 

宇部市社会福祉協議会 0836-33-3131 宇部市琴芝町2-4-20
宇部市総合福祉会館内 

山口市社会福祉協議会 083-924-0543 山口市大字上竪小路89-1
山口しあわせプラザ内 

萩市社会福祉協議会 0838-22-2289 萩市大字江向510
萩市総合福祉センター内 

防府市社会福祉協議会 0835-22-3907 防府市緑町1-9-2
防府市文化福祉会館内 

下松市社会福祉協議会 0833-41-2242 下松市西市2-10-16
下松福祉センター内 

岩国市社会福祉協議会 0827-22-5877 岩国市麻里布町7-1-2
岩国市福祉会館内 

光市社会福祉協議会 0833-74-3020 光市光井2-1-1
光市総合福祉センター内 

長門市社会福祉協議会 0837-22-8294 長門市東深川1321-1
長門市地域福祉センター内 

柳井市社会福祉協議会 0820-22-3800 柳井市南町3-9-2
柳井市総合福祉センター内 

美祢市社会福祉協議会 0837-52-5222 美祢市大嶺町東分320-1 

周南市社会福祉協議会 0834-22-2115 周南市速玉町3-17
周南市徳山社会福祉センター内 

山陽小野田市社会福祉協議会 0836-81-0050 山陽小野田市千代町1-2-28 
山陽小野田市中央福祉センター内
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名　称 電話番号 住　所

周防大島町社会福祉協議会 0820-74-2948 大島郡周防大島町大字小松125-2
しまとぴあスカイセンター内

和木町社会福祉協議会 0827-52-8644 玖珂郡和木町和木2-15-22
和木町総合福祉会館内 

上関町社会福祉協議会 0820-62-0695 熊毛郡上関町大字長島617-10

田布施町社会福祉協議会 0820-53-1103 熊毛郡田布施町大字下田布施3430-1
田布施町中央公民館内 

平生町社会福祉協議会 0820-56-8000 熊毛郡平生町大字平生村618-2

阿武町社会福祉協議会 08388-2-2615 阿武郡阿武町大字奈古3081-5 

4. 市町障害福祉担当課
市町名 担当部署 電話番号 住　所

下関市 障害者支援課 083-231-1917 下関市南部町1-1

宇部市 障害福祉課 0836-34-8523 宇部市常盤町1-7-1

山口市 障がい福祉課 083-934-2794 山口市亀山町2-1

萩市 福祉支援課 0838-25-3523 萩市大字江向510

防府市 障害福祉課 0835-25-2338 防府市寿町7-1

下松市 福祉支援課 0833-45-1835 下松市大手町3-3-3

岩国市 障害者支援課 0827-29-2522 岩国市今津町1-14-51

光市 福祉総務課 0833-74-3001 光市光井2-2-1

長門市 地域福祉課 0837-23-1243 長門市東深川1339-2

柳井市 社会福祉課 0820-22-2111
（内線 191、192） 柳井市南町1-10-2

美祢市 福祉課 0837-52-5227 美祢市大嶺町東分326-1

周南市 障害者支援課 0834-22-8463 周南市岐山通1-1

山陽小野田市 障害福祉課 0836-82-1170 山陽小野田市日の出1-1-1

周防大島町
福祉課 身体・知的 :

0820-77-5505
大島郡周防大島町大字西安下庄
3920-21（たちばなケアプラザ）

健康増進課 精神 :
0820-73-5504

大島郡周防大島町大字土居1325-1
（日良居庁舎）

和木町 保健福祉課 0827-52-2195 玖珂郡和木町和木1-1-1

上関町 保健福祉課 0820-62-0184 熊毛郡上関町大字長島448
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市町名 担当部署 電話番号 住　所

田布施町 町民福祉課 0820-52-5810 熊毛郡田布施町大字下田布施3440-1

平生町 町民福祉課 0820-56-7113 熊毛郡平生町大字平生町210-1

阿武町 健康福祉課 08388-2-3115 阿武郡阿武町大字奈古2636

5. 市町児童福祉担当課
市町名 担当部署 電話番号 住　所

下関市 こども家庭支援課 083-231-1358 下関市南部町1-1

宇部市 こども政策課 0836-34-8346 宇部市常盤町1-7-1

山口市 子育て保健課 083-934-2960 山口市糸米2-6-6

萩市 子育て支援課 0838-25-3536 萩市大字江向510

防府市 子育て支援課 0835-25-2348 防府市寿町7-1

下松市 子育て支援課 0833-45-1836 下松市大手町3-3-3

岩国市 こども支援課 0827-29-5078 岩国市今津町1-14-51

光市 子ども家庭課 0833-74-3009 光市光井2-2-1

長門市 子育て支援課 0837-23-1156 長門市東深川1339-2

柳井市 こどもサポート課 0820-22-2111 柳井市南町1-10-2

美祢市 子育て支援課 0837-52-5228 美祢市大嶺町東分326-1

周南市 こども局次世代政策課 0834-22-8460 周南市岐山通1-1

山陽小野田市 子育て支援課 0836-82-1175 山陽小野田市日の出1-1-1

周防大島町 福祉課 0820-77-5505 大島郡周防大島町西安下庄3920-21

和木町 保健福祉課 0827-52-2195 玖珂郡和木町和木1-1-1

上関町 保健福祉課 0820-62-0184 熊毛郡上関町長島448

田布施町 町民福祉課 0820-52-5810 熊毛郡田布施町下田布施3440-1

平生町 町民福祉課 0820-56-7113 熊毛郡平生町大字平生町210-1

阿武町 健康福祉課 08388-2-3115 阿武郡阿武町奈古2636
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6. 健康福祉センター （母子父子寡婦福祉資金相談窓口）
名　称 電話番号 住　所

岩国健康福祉センター 0827-29-1522 岩国市三笠町1-1-1

柳井健康福祉センター 0820-22-3777 柳井市南町3-9-3

周南健康福祉センター 0834-33-6422 周南市毛利町2-38

山口健康福祉センター 083-934-2528 山口市吉敷下東3-1-1

山口健康福祉センター防府支所 0835-22-3740 防府市駅南町13-40

宇部健康福祉センター 0836-31-3200 宇部市琴芝町1-1-50

長門健康福祉センター 0837-22-2811 長門市東深川1344-1

萩健康福祉センター 0838-25-2663 萩市江向河添沖田531-1

7. 母子・父子福祉センター
名　称 電話番号 住　所

山口県母子・父子福祉センター
(母子家庭等就業・自立支援センター ) 083-923-2490 山口市吉敷下東3-1-1

山口県総合保健会館（2階）

8. 市町多文化共生担当課
市町名 担当部署 電話番号 住　所

下関市 国際課
多文化共生推進室 083-231-9653 下関市豊前田町3-3-1　

海峡メッセ604

宇部市 観光交流課 0836-34-8136 宇部市常盤町1-7-1

山口市 国際交流課 083-934-2725 山口市亀山町2-1

防府市 地域振興課国際交流室 0835-25-2768 防府市寿町7-1

下松市 地域政策課 0833-45-1755 下松市大手町3-3-3

光市 企画調整課 0833-72-1407 光市中央6-1-1

柳井市 地域づくり推進課 0820-22-2111 柳井市南町1-10-2

周南市 観光交流課 0834-22-8372　 周南市岐山通1-1

山陽小野田市 市民活動推進課 0836-82-1134 山陽小野田市日の出1-1-1

和木町 企画総務課 0827-52-2135 玖珂郡和木町和木1-1-1

阿武町 健康福祉課 08388-2-3115 阿武郡阿武町奈古2636
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9.やまぐち外国人総合相談センター
名　称 電話番号 住　所

やまぐち外国人総合相談センター 083-995-2100 山口市水の上町1-7　3F

10. 生活困窮者自立相談支援機関
お住いの地域 名　称 電話番号 住　所

下関市 生活サポートセンター下関 0120-150-873 下関市貴船町3-4-1
（下関市社会福祉センタ-内）

宇部市 生活相談サポートセンターうべ 0800-200-7440 宇部市琴芝町2-4-25　
多世代ふれあいセンタ-5階

山口市 パーソナル・サポートセンター
やまぐち 0800-200-6291 山口市緑町3-29 

山口県労福協会館内

萩市、阿武町 萩市社会福祉協議会 0838-25-3620 萩市大字江向510

防府市 防府市自立相談支援センター 0800-200-1578 防府市緑町1-9-2
防府市文化福祉会館1階14号室

下松市 下松市社会福祉協議会 0833-41-2242 下松市西市2-10-16

岩国市 くらし自立応援センターいわくに 0827-24-2571 岩国市麻里布町7-1-2

光市 光市生活自立相談支援センター 0833-74-3025 光市光井2-2-1
光市社会福祉協議会内

長門市 長門市自立相談支援センター 0837-23-1600 長門市東深川正明市四区1321-1

柳井市 柳井市社会福祉課生活困窮者
自立相談支援窓口 0820-22-2111 柳井市南町1-10-2

美祢市 美祢市社会福祉協議会
（美祢地域福祉センター） 0837-52-5222 美祢市大嶺町東分320-1

周南市 周南市自立相談支援センター 0800-200-4742 周南市速玉町3-17
周南市徳山社会福祉センタ-別館

山陽小野田市 地域生活支援センター 0120-83-2344 山陽小野田市大字鴨庄92
山陽総合福祉センタ-内

周防大島町 周防大島町福祉課（福祉事務所） 0820-77-5505 周防大島町大字西安下庄3920-21

和木町、上関町、
田布施町、平生町

東部社会福祉事務所
保健福祉・総務室 0820-22-3777 柳井市南町3-9-3

山口県柳井総合庁舎2階

11. 福祉事務所
お住いの地域 名　称 電話番号 住　所

下関市 下関市福祉事務所 083-231-1921 下関市南部町1-1

宇部市 宇部市福祉事務所 0836-34-8322 宇部市常盤町1-7-1
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お住いの地域 名　称 電話番号 住　所

山口市 山口市福祉事務所 083-934-2791 山口市亀山町2-1

萩市、阿武町 萩市福祉事務所 0838-25-3236 萩市大字江向510

防府市 防府市福祉事務所 0835-25-2289 防府市寿町7-1

下松市 下松市福祉事務所 0833-45-1834 下松市大手町3-3-3

岩国市 岩国市福祉事務所 0827-29-5071 岩国市今津町1-14-51

光市 光市社会福祉事務所 0833-74-3004 光市光井2-2-1

長門市 長門市福祉事務所 0837-23-1155 長門市東深川1339-2

柳井市 柳井市社会福祉事務所 0820-22-2111 ㈹ 柳井市南町1-10-2

美祢市 美祢市福祉事務所 0837-52-5227 美祢市大嶺町東分326-1

周南市 周南市福祉事務所 0834-22-8453 周南市岐山通1-1

山陽小野田市 山陽小野田市福祉事務所 0836-82-1176 山陽小野田市日の出1-1-1

周防大島町 周防大島町福祉事務所 0820-77-5505 大島郡周防大島町大字西安下庄
3920-1

和木町、上関町、
田布施町、平生町 東部社会福祉事務所 0820-22-3777 柳井市南町3-9-3

12. 居住支援法人
活動エリア 名　称 電話番号 住　所

県内全域 ホームネット株式会社
03-5285-4538
フリーダイヤル :
0120-460-560

東京都新宿区西新宿6-8-1
（新宿オークタワー11階）

宇部市・山陽小野田市 有限会社フォーマックス 0836-38-8111 宇部市浜田3-1-8-1

光市・下松市・周南市 特定非営利活動法人 優喜会 0833-47-3535 光市大字小周防1658-1

岩国市 有限会社福栄 0827-28-5667 岩国市横山3-4-10

下関市・宇部市 株式会社上原不動産 083-234-1313 下関市上条町1-47

13. 協力不動産店 （令和 4 年 9月30 日現在）
■下関地区

商　号 電話番号 住　所

有限会社一の宮興産 083-252-3552 下関市川中豊町7-11-5
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商　号 電話番号 住　所

有限会社ウエストランド 083-231-3511 下関市観音崎町7-5

株式会社上原不動産 083-234-1300 下関市上条町1-47

有限会社エヌ・ケイ・ハウジング 083-250-3535 下関市川中豊町5-2-13

株式会社エミアス 083-257-0246 下関市一の宮住吉2-11-17

株式会社キョーワ 083-255-1110 下関市宝町1-6-301号

株式会社三林 083-253-5777 下関市川中豊町5-2-3

三和地所株式会社 083-263-3003 下関市伊倉277-12

株式会社下関地所 083-242-4322 下関市山の田東町7-2

有限会社センコー開発 083-257-0293 下関市一の宮町2-7-25

有限会社武田商会 083-222-5111 下関市細江町1-9-16

株式会社はやし住宅 083-256-0022 下関市秋根南町1-8-13

有限会社フォーユーエステイト 083-292-0837 下関市伊倉東町4-20

有限会社百合野 083-266-0008 下関市彦島本村町3-4-5

緑都開発株式会社 083-257-4000 下関市一の宮町2-17-2

コンダクト株式会社下関支店 083-234-0888 下関市生野町2-16-17 スターヒルズ103号室

彩生不動産株式会社 083-242-5539 下関市富任町1-4-3

新日本不動産株式会社 083-282-2115 下関市清末千房3-6-15

ふどうさん屋さん久良多 083-282-0781 下関市小月本町1-1-4

株式会社友田 083-222-0033 下関市新椋野1-1-6

村田興産 083-250-3633 下関市宝町3-17 YLCビル2F201号

■宇部・山陽小野田・美祢地区
商　号 電話番号 住　所

合同会社アイ・アール 0836-36-8485 宇部市笹山町1-3-8

亜興産業不動産販売株式会社 0836-22-9777 宇部市恩田町1-1-18

浅川土地建物事務所 0836-34-0566 宇部市常盤町1-3-11

株式会社うめの部屋 0836-52-7422 宇部市南小羽山町1-8-5

亀八不動産株式会社 0836-31-2263 宇部市東梶返1-1-5
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商　号 電話番号 住　所

中央地所 0836-33-1293 宇部市上条4-5-5

有限会社日栄地所 0836-32-2103 宇部市東平原2-9-26

株式会社日栄不動産商事 0836-31-3533 宇部市大字小串72-25

有限会社不二商 0836-32-9324 宇部市中村3-7-10-3

豊栄建設株式会社 0836-31-1795 宇部市港町2-4-1

松下不動産 0836-21-2420 宇部市東新川町3-67

アジア宅建株式会社 0836-35-2666 宇部市鍋倉町5-15-2

有限会社啓友不動産 0836-36-2823 宇部市琴芝町2-3-24

株式会社住宅工房 0836-33-8663 宇部市上宇部2543-1

株式会社ハウスサポート 0836-38-6066 宇部市沼2-12-23

有限会社山口土地住宅 0836-51-7070 宇部市床波2-2-14

株式会社和幸不動産 0836-22-6336 宇部市寿町1-3-13

中原興業株式会社 0836-88-3110 山陽小野田市新沖3-1-22

合同会社住宅サポート 0836-84-7112 山陽小野田市日の出1-3-9

有限会社小田工務店 0837-52-1460 美祢市大嶺町東分1215-1

■萩・長門地区
商　号 電話番号 住　所

はぎ不動産 0838-25-1121 萩市大字古萩町55-13

弘不動産商事 0838-22-2334 萩市大字土原310-8

株式会社ふたば不動産 0838-25-0810 萩市大字江向425-2

長門土地建物 0837-22-2042 長門市東深川970-1

サンライズ株式会社 0837-23-0707 長門市東深川1368-1

■山口地区
商　号 電話番号 住　所

株式会社アーバンエステート 083-928-2882 山口市平井642-1

エフケイビル株式会社 083-921-0001 山口市矢原町1-1
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商　号 電話番号 住　所

株式会社エミアス山口支店 083-928-8989 山口市平井1047-10

株式会社スペース 083-934-8005 山口市維新公園2-3-10

株式会社大貴 083-922-3462 山口市古熊1-5-27

中国住宅建設工業株式会社 083-920-8850 山口市桜畠2-5-23

有限会社フジイプランニング 083-921-0007 山口市平井774-2

平和不動産株式会社 083-921-6565 山口市中央1-4-5　平和ビル2F

株式会社防長宅建 083-922-7210 山口市三の宮2-1-1

株式会社モリモト 083-924-1551 山口市吉敷下東1-2-1

山口不動産株式会社 083-932-3030 山口市吉敷中東4-2-13

株式会社ケイテック 083-972-0408 山口市小郡明治2-10-2

ミサワホーム中国株式会社 山口支店 083-974-3300 山口市小郡新町4-1-1

みらい地産公司 0836-65-5000 山口市阿知須4746-8

株式会社大野 083-922-5823 山口市中河原町3-13

■防府地区
商　号 電話番号 住　所

株式会社ウエダ 0835-23-7213 防府市車塚町9-16

有限会社中川不動産 0835-23-3936 防府市八王子1-10-7

有限会社野村興産 0835-38-3022 防府市三田尻1-2-1

原不動産 0835-24-6624 防府市宮市町10-41

山口ムラタ地所 0835-25-5767 防府市栄町1-9-2

■周南・光・下松地区
商　号 電話番号 住　所

アオイ不動産株式会社 0834-32-1166 周南市速玉町4-2

木本商事株式会社 0834-31-8786 周南市代々木通1-10

株式会社五郎丸 0834-31-5603 周南市岐山通3-7

有限会社佐野不動産 0834-21-0750 周南市平和通2-34
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商　号 電話番号 住　所

株式会社サンテックス 0834-34-1721 周南市緑町3-55

三和土地建物株式会社 0834-31-7777 周南市鐘楼町3-1

周南不動産 0834-34-6012 周南市西松原3-1-25

株式会社白井建築コンサルタント 0834-28-8120 周南市桜木1-8-44

株式会社司地所 0834-21-8888 周南市花畠町6-1

徳山不動産 0834-34-5660 周南市清水町7-47

株式会社マイスペース 0834-22-4000 周南市岐南町2-13

有限会社ムラセ商事 0834-31-1234 周南市梅園町1-24

株式会社レック 0834-29-0202 周南市桜木2-1-1

株式会社岡本建設 0834-62-0149 周南市野村3-19-31

熊毛不動産株式会社 0833-92-2233 周南市新清光台1-12-13

あすか地所株式会社 0833-46-1550 下松市大字山田92-1

株式会社 GRIT 0833-45-4040 下松市潮音町1-5-9

株式会社スマイエ 0833-41-6161 下松市美里町3-9-6

東洋不動産株式会社 0833-43-1133 下松市駅南1-4-30

株式会社朋友商事 0833-43-3841 下松市北斗町6-10

株式会社コウケンプロダクツ 0833-72-5132 光市島田1-14-21

株式会社西村不動産 0833-71-0090 光市中央2-1-6

■柳井地区
商　号 電話番号 住　所

ゑびす不動産株式会社 0820-24-2005 柳井市南町7-2-2

有限会社サンクス 0820-23-7700 柳井市南町7-13-9

株式会社ティーレックス 0820-22-5020 柳井市古開作610-5

ミサキホーム 0820-25-3840 柳井市新庄1076-1

有限会社田布施不動産 0820-53-1744 熊毛郡田布施町大字波野362-4

株式会社ピアレックス 0820-52-5113 熊毛郡田布施町大字下田布施985-7

マット株式会社 0820-52-3948 熊毛郡田布施町大字下田布施704-1
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商　号 電話番号 住　所

株式会社ホーム 0820-72-4266 大島郡周防大島町大字西安下庄23-22

■岩国地区
商　号 電話番号 住　所

株式会社アークプラン 0827-28-2100 岩国市麻里布町4-1-3　1F

株式会社 EarthDreams 0827-31-3133 岩国市尾津町2-14-47

株式会社アイチ産業 0827-22-1400 岩国市山手町2-1-12

株式会社アスワン 0827-28-0770 岩国市南岩国町4-57-3

エフォート 0827-28-6628 岩国市川下町2-11-23-101号

株式会社コーセイ 0827-21-5011 岩国市今津町4-12-20

有限会社斉藤商事 0827-22-0563 岩国市今津町5-19-2

サカイ土地株式会社 0827-34-0055 岩国市尾津町1-7-21

有限会社シー・エス・ジェイ 0827-35-0081 岩国市南岩国町2-78-33-1

株式会社シラタ不動産事務所 0827-38-3161 岩国市通津2323-1

株式会社スクエア 0827-23-5353 岩国市今津町1-2-25

株式会社東洋地所 0827-24-2468 岩国市山手町1-1-14 

有限会社ハジメプラン 0827-45-0155 岩国市御庄1-108-7

有限会社ハーモニー不動産 0827-21-4482 岩国市車町1-12-28

山崎建設株式会社 0827-22-4545 岩国市中津町2-20-12

株式会社塩田不動産 0827-82-0011 岩国市玖珂町1027-5

有限会社森口不動産 0827-82-6004 岩国市玖珂町798-3

やまと不動産 0827-53-2570 玖珂郡和木町和木5-1-48
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