No.

事業者名

住所

1 望月商事株式会社

宇部市大字東岐波5022番地2

2 株式会社 ヤクルト山陽

山口市小郡黄金町14番7号
（宇部市内3箇所にセンター有り）

3

株式会社YICトラスト
（希望苑デイサービスセンター）

電話番号

協定締結日

58-5995

平成25年7月22日

083-973-8960 平成25年8月22日

宇部市大字妻崎開作1014番地3

45-0739

平成25年8月29日

4 合同会社リード

宇部市西本町一丁目7番13号

32-6369

平成25年8月29日

5 有限会社栄和設備

宇部市大字川上279番地6

21-4409

平成25年8月30日

37-6825

平成25年9月6日

6

株式会社ダスキン山口ホームインステッ
宇部市居能町三丁目4番45号
ド 宇部ステーション

7 万倉新聞店

宇部市大字西万倉1544番地1

67-2514

平成25年9月19日

8 医療生活協同組合健文会

宇部市五十目山町16番23号

34-2510

平成26年1月7日

21-0900

平成26年1月15日

32-5522

平成26年2月21日

9 宇部市内の郵便局
10 生活協同組合コープやまぐち

宇部市常盤町二丁目1番23号
（宇部郵便局）
山口市小郡上郷901番地21（宇部セン
ター：宇部市東藤曲二丁目7番2号）

11 明治安田生命保険相互会社山口支社

下関市南部町19番7号

12 日本新聞販売協会 山口県支部

宇部市幸町1番20号

32-6370

平成26年3月25日

13 有限会社 本池

宇部市中村一丁目2番21号

43-9800

平成26年7月22日

宇部市相生町7番36号

22-9505

平成26年9月30日

15 山口合同ガス株式会社宇部支店

宇部市港町一丁目14番35号

31-0141

平成26年12月8日

16 山口県LPガス協会 宇部・小野田支部

宇部市大字西岐波4164番地2

51-6755

平成26年12月12日

050-37826412

平成26年12月17日

14

17

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

第一生命保険株式会社
山口支部宇部営業オフィス

宇部市寿町三丁目4番27号
サバービア紀村

083-223-7221 平成26年3月13日

18 株式会社今田工務店

宇部市助田町1番37号

21-3255

平成27年1月29日

19 中国労働金庫宇部支店

宇部市常藤町5番7号

31-2820

平成27年4月10日

20 株式会社コープ総合葬祭センター

宇部市大字中野開作403番地

41-1541

平成27年6月22日

21 株式会社セブン-イレブン・ジャパン

広島市中区上八丁堀4番1号
アーバンビューグランドタワー5階

22 株式会社宇部商社

宇部市朝日町2番19号

31-2137

平成27年9月3日

23 松永貨物有限会社

宇部市大字東岐波字横尾村746番地1

39-8913

平成27年9月8日

24 ヤマト運輸株式会社 山口主管支店

山口市大字鋳銭司字鋳銭司団地北
447番地45

25 株式会社西京銀行

宇部市中央一丁目5番14号

082-224-3331 平成27年8月20日

083-986-3805 平成27年9月25日
31-4183

平成28年2月10日

26 藍澤證券株式会社 宇部支店

宇部市常盤町二丁目4番18号

33-1214

平成28年2月10日

27 株式会社ハートトゥハーツ

宇部市西本町二丁目11番13号

39-7883

平成28年2月18日

28 西中国信用金庫

下関市細江町一丁目1番8号

29 そうごう薬局 宇部新川店

宇部市上町一丁目4番28号

35-5631

平成28年4月11日

30 そうごう薬局 宇部店

宇部市西小串五丁目6番19号

22-6160

平成28年4月21日

31 山口宇部農業協同組合

宇部市大字川上字小羽山74番地

31-7611

平成28年5月9日

32 和田塗装工業

宇部市野原一丁目18番64号
ドエル野原205号

43-7790

平成28年5月24日

33 株式会社 フジ

松山市宮西一丁目2番1号

34 合同会社あんしん介護日和庵

宇部市沼一丁目2番18号

35

中国電力ネットワーク株式会社
山口ネットワークセンター

山口市中央二丁目3番1号

083-227-2228 平成28年3月1日

089-922-8111 平成29年1月18日
090-33244922

平成29年5月8日

083-921-3558 平成29年7月10日

36 有限会社はら薬局

宇部市寿町一丁目3番31号

22-7587

平成29年8月31日

37 宇部日報床波専売所

宇部市今村南三丁目5番35-102号

51-7539

平成29年9月15日

38 船木販売所

宇部市船木綿屋町楠ハイツ1階

69-0123

平成29年9月15日

39 吉部販売店

宇部市大字東吉部3327番地5

68-0520

平成29年10月2日

40 落合新聞販売店

宇部市大字小野8265番地7

64-2031

平成29年10月2日

宇部市野原一丁目16番15号

31-3260

平成29年12月22日

宇部市琴芝町二丁目4番20号

33-3854

平成29年12月22日

43 デイリーボーノ株式会社

宇部市西平原三丁目1番25号

32-0008

平成29年12月22日

44 宅配クック123 宇部・山陽小野田店

山陽小野田市日の出三丁目9番9号

43-6551

平成29年12月22日

45 けんたくん山口店

山口市大内長野1433番地2

46 株式会社丸喜

山陽小野田市大字西高泊680番地7

83-1213

平成30年2月14日

47 船木鉄道株式会社

宇部市大字船木980番地

67-0321

平成30年11月1日

48 かまたの恵

宇部市中村一丁目6番50号

32-1824

平成30年11月7日

49 山口アポロ石油株式会社

宇部市港町一丁目14番7号

21-6116

平成31年2月8日

50 有限会社師井酒店

宇部市昭和町二丁目3番25号

21-1374

平成31年2月8日

社会福祉法人宇部市厚生事業会
軽費老人ホーム好生園
富士企業株式会社
42
宇部市総合福祉会館食堂部
41

083-941-3194 平成29年12月22日

51

三井住友海上火災保険株式会社
宇部支社

宇部市常盤町二丁目1番12号

31-2151

平成31年2月12日

52 株式会社結心行房

宇部市大字西岐波565番地6

51-0964

平成31年2月18日

53 株式会社山口銀行 宇部支店

宇部市新天町一丁目1番11号

31-0131

令和元年8月20日

54

日本基準寝具株式会社
（エコール山口営業所）

山口市小郡上郷字仁保津5256番地

083-976-0324 令和元年8月23日

55 綜合警備保障株式会社 山口支社

周南市御幸通2番18号
（徳山朝日生命ビル5階）

0834-31-3200 令和元年9月2日

56 株式会社西部環境サービス

宇部市大字際波666番地3

44-1178

令和元年9月11日

57 合同会社和の会

宇部市草江二丁目5番1号

35-7530

令和元年10月28日

58 セコム株式会社

東京都渋谷区神宮前一丁目5番1号

59 近本電業株式会社

宇部市松山町五丁目10番27号

31-6202

令和元年11月1日

60 エール・ラポール

宇部市大字船木760番地10

67-1153

令和元年11月25日

61 住友生命保険相互会社 山口支社

下関市細江町一丁目2番7号
（住友生命下関ビル5階）

62 宇部山電タクシー株式会社

宇部市西宇部南二丁目4番26号

44-5151

令和元年11月28日

63 亀屋文具店

宇部市大字船木288番地

67-0103

令和元年12月6日

宇部市大字妻崎開作950番地1

41-6211

令和元年12月11日

65 ヘルメス介護福祉タクシー

宇部市大字船木219番地32

67-2797

令和元年12月11日

66 船木交通有限会社

宇部市大字船木644番地の1

67-0238

令和元年12月16日

67 ドコモショップ 宇部店

宇部市松山町一丁目1番17号

35-1117

令和元年12月25日

68 ドコモショップ フジグラン宇部店

宇部市明神町三丁目1番1号

37-1111

令和元年12月25日

69 山口設備工業有限会社

宇部市大字船木61番地50

67-1520

令和元年12月25日

70 社会福祉法人宇部市社会福祉協議会

宇部市琴芝町二丁目4番20号

33-3131

令和元年12月25日

71 船木牛乳宅配センター

宇部市大字船木988番地1

67-1222

令和元年12月26日

72 有限会社アクアテクニカル

宇部市大字矢矯332番地2

67-0799

令和元年12月27日

73 kitchen846

宇部市大字東吉部3383番地

090-73780846

令和2年1月6日

74 有限会社船木プロパン

宇部市大字船木670番地1

67-0075

令和2年1月28日

75 株式会社山口銀行 船木支店

宇部市大字船木230番地5

67-1678

令和2年2月3日

64

ティーエスアルフレッサ株式会社
宇部支店

33-5785
令和元年10月28日
（宇部営業所）

083-231-3445 令和元年11月27日

76 株式会社オータニ

宇部市助田町7番13号

33-7878

令和2年3月5日

77 株式会社はんど

宇部市助田町7番13号

37-2377

令和2年3月5日

78 株式会社ヒラタ

宇部市大字上宇部2812番地

35-7144

令和2年3月9日

79 合同会社いまむら居宅介護支援事業所

宇部市大字西岐波字高清水5189番地1

43-7445

令和2年3月19日

80 柳屋

宇部市大字東吉部3157番地

68-0016

令和2年3月26日

81 山口土建協同組合

宇部市恩田町一丁目1番18号

31-0188

令和3年2月4日

82 損害保険ジャパン株式会社宇部支社

宇部市相生町8-1宇部興産ビル12階

34-2727

令和3年8月30日

83 ハッピーライフおの

宇部市大字小野字山根8294番地4

080-84907521

令和3年10月11日

84 株式会社ネクト宇部支店

宇部市松山町一丁目3-3

38-8558

令和3年10月21日

