
※令和5年3月15日現在（認証は4月1日）

1 株式会社宇部貨物 21 株式会社沖村建設

2 宇部工業株式会社 22 株式会社kinoca

3 宇部興産海運株式会社 23 共立工業株式会社

4 宇部興産コンサルタント株式会社 24 株式会社きわなみ

5 宇部興産セメントサービス株式会社 25 くすのき商工会

6 宇部工業高等専門学校 26 楠むらづくり株式会社

7 宇部山電タクシー株式会社 27 株式会社COCOLAND

8 宇部・山陽小野田消防組合 28 株式会社西京銀行 宇部支店

9 宇部市 29 株式会社西京銀行 恩田支店

10 宇部市交通局 30 株式会社西京銀行 厚南支店

11 宇部市社会福祉協議会 31 三成建設株式会社

12 宇部市水道局 32 三和企業株式会社

13 宇部商工会議所 33 三和企業株式会社 西日本自動車学校

14 株式会社宇部スチール 34
社会福祉法人愛世会

特別養護老人ホームセンチェリー２１

15 宇部税務署 35
社会福祉法人宇部市厚生事業会

軽費老人ホーム好生園

16 株式会社宇部日報社 36 新光産業株式会社

17 有限会社宇部分析センター 37 生活協同組合コープ やまぐち宇部センター

18 株式会社エイム 38 セントラル硝子株式会社宇部工場

19 株式会社エール　リハビリデイサービスエール 39 セントラルエンジニアリング株式会社

20 株式会社エフエムきらら 40 セントラル化成株式会社宇部工場
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41
損害保険ジャパン株式会社

山口支店宇部支社
61 日本郵便株式会社 宇部郵便局

42 大栄建設株式会社 62 日本郵便株式会社 宇部居能郵便局

43 有限会社田辺設備テクノ 63 日本郵便株式会社 宇部新川駅前郵便局

44 チタン工業株式会社 64 日本郵便株式会社 宇部駅前郵便局

45 中国電力株式会社 宇部セールスセンター 65 日本郵便株式会社 宇部小羽山郵便局

46
中国電力ネットワーク株式会社

宇部ネットワークセンター
66 日本郵便株式会社 宇部琴芝郵便局

47 株式会社中電工　宇部営業所 67 日本郵便株式会社 宇部助田郵便局

48 邸宅の家族葬 鶴林 西岐波 68 日本郵便株式会社 妻崎郵便局

49 株式会社テーユーエレクトロニクス 69 日本郵便株式会社 宇部常盤台郵便局

50 テクノYMG株式会社 70 日本郵便株式会社 宇部中野郵便局

51 株式会社常盤商会 71 日本郵便株式会社 宇部中村郵便局

52 西中国信用金庫 宇部支店兼新川支店 72 日本郵便株式会社 宇部錦郵便局

53 西中国信用金庫 琴芝支店 73 日本郵便株式会社 宇部則貞郵便局

54 西中国信用金庫 床波支店 74 日本郵便株式会社 宇部東割郵便局

55 西中国信用金庫 西宇部兼厚南支店 75 日本郵便株式会社 宇部平原郵便局

56 西中国信用金庫 東岐波支店 76 日本郵便株式会社 二俣瀬郵便局

57 西中国信用金庫 東新川支店 77 日本郵便株式会社 宇部岬郵便局

58 日本通運株式会社宇部支店 宇部海運課 78 日本郵便株式会社 宇部明治郵便局

59 日本通運株式会社宇部支店 沖の山営業課 79 日本郵便株式会社 宇部山門郵便局

60 日本通運株式会社宇部支店 総合物流課 80 日本郵便株式会社 宇部山大病院内郵便局
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81 日本郵便株式会社 宇部吉田郵便局 101 株式会社丸喜 まるき常盤通り店

82 日本郵便株式会社 小野郵便局 102 株式会社丸久アルク恩田店

83 日本郵便株式会社 厚東郵便局 103 株式会社丸久アルク厚南店

84 日本郵便株式会社 床波郵便局 104 株式会社丸久アルク琴芝店

85 日本郵便株式会社 東吉部郵便局 105 株式会社丸久アルク西宇部店

86 日本郵便株式会社 東岐波郵便局 106 株式会社丸久アルク西岐波店

87 日本郵便株式会社 船木郵便局 107 株式会社丸久アルク南浜店

88 日本郵便株式会社 万倉郵便局 108 ミツヤ工業株式会社

89 株式会社ピーシーシステム 109 社会福祉法人 むべの里光栄 本部

90 株式会社フジ・リティリング フジグラン宇部 110
社会福祉法人 むべの里光栄

サービス付き高齢者住宅東芝中

91 株式会社ベストアプローチ 111
社会福祉法人 むべの里光栄

児童発達支援センターうべつくし園

92 株式会社丸喜 ウェスタまるき小羽山店 112
社会福祉法人 むべの里光栄

特別養護老人ホーム　中山

93 株式会社丸喜 ウェスタまるき楠店 113
社会福祉法人 むべの里光栄

特別養護老人ホーム　博愛園

94 株式会社丸喜 ウェスタまるき工学部通り店 114
社会福祉法人 むべの里光栄

特別養護老人ホーム　日の山園

95 株式会社丸喜 ウェスタまるき小松原通り店 115
社会福祉法人 むべの里光栄

特別養護老人ホーム　むべの里

96 株式会社丸喜 ウェスタまるき西宇部店 116 山口宇部空港ビル株式会社

97 株式会社丸喜 ウェスタまるき西岐波店 117 株式会社山口銀行 宇部支店

98 株式会社丸喜 ウェスタまるき西割店 118 株式会社山口銀行 上宇部支店

99 株式会社丸喜 ウェスタまるき東岐波店 119 株式会社山口銀行 上宇部支店小羽山出張所

100 株式会社丸喜 ウェスタまるき空港通り店 120 株式会社山口銀行 床波支店
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121 株式会社山口銀行 床波支店東岐波出張所 141 山口県農業協同組合 厚東川支所

122 株式会社山口銀行 西宇部支店 142 山口県農業協同組合 西部営農センター

123 株式会社山口銀行 西宇部支店厚南出張所 143 山口県農業協同組合 ディサービス宇部

124 株式会社山口銀行 西新川支店 144 山口県農業協同組合 東部営農センター

125 株式会社山口銀行 則貞支店 145 山口県農業協同組合 西岐波支所

126 株式会社山口銀行 東新川支店 146 山口県農業協同組合 東岐波支所

127 株式会社山口銀行 藤山支店 147 山口産業株式会社

128 株式会社山口銀行 船木支店 148 山口自動車無線株式会社

129 山口県山口宇部空港事務所 149 国立大学法人山口大学医学部

130 山口県宇部健康福祉センター 150 山口テレコム株式会社

131 山口県宇部県税事務所 151 UBE株式会社

132 山口県宇部県民局 152 株式会社UBE科学分析センター

133 山口県宇部児童相談所 153 UBEマシナリー株式会社

134 山口県宇部土木事務所 154 株式会社YICトラスト

135 山口県立こころの医療センター 155 医療法人和同会　片倉病院

136 山口県農業協同組合 宇部統括本部

137 山口県農業協同組合 宇部支所

138 山口県農業協同組合 小野出張所

139 山口県農業協同組合 楠支所

140 山口県農業協同組合 厚南支所

（敬称略、五十音順）
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