
７５０-８５０３ (株) 下関大丸,山口県,下関市,竹崎町,４-４－１０

７５０-８５１５ (株) 日本無線電機サービス社,山口県,下関市,東大和町,１-２－１４

７５０-８５１２ (株) 松岡,山口県,下関市,東大和町,１-１０－１２

７５０-８５０６ (株) みなと山口合同新聞社,山口県,下関市,東大和町,１-１－７

７５０-８６０３ (株) 山口銀行,山口県,下関市,竹崎町,４-２－３６

７５０-８５０８ 学校法人 河野学園,山口県,下関市,桜山町,１－１

７５０-８５１１ 学校法人 梅光学院,山口県,下関市,向洋町,１-１番１号

７５０-８５１０ サンデン交通 (株),山口県,下関市,羽山町,３－３

７５０-８５２５ 下関市水道局,山口県,下関市,春日町,７－３２

７５０-８６０７ 下関社会保険事務所,山口県,下関市,上新地町,３-４－５

７５０-８５２１ 下関市役所,山口県,下関市,南部町,１－１

７５０-８５１３ 下関商工会議所,山口県,下関市,南部町,２１－１９

７５０-８５２０ 下関市立市民病院,山口県,下関市,向洋町,１-１３－１

７５０-８５０２ 住友生命保険 相互会社 山口支社,山口県,下関市,細江町,１-２－７

７５０-８６１０ 中国電力ネットワーク (株) 下関ネットワークセンター,

７５０-８６１０ 山口県,下関市,竹崎町,３-８－１３

７５０-８６０１ 日本銀行 下関支店,山口県,下関市,岬之町,７－１

７５０-８６０２ 日本生命保険 相互会社 山口支社,山口県,下関市,南部町,１９－１０

７５０-８６０８ 林兼産業 (株),山口県,下関市,大和町,２-４－８

７５０-８５１７ 林兼産業 (株) 飼料事業部,山口県,下関市,東大和町,２-１０－３

７５０-８５２４ 早鞆高等学校,山口県,下関市,上田中町,８-３－１

７５０-８５０１ 前田海産 (株),山口県,下関市,彦島西山町,４-１３－３３

７５０-８５０５ 三菱重工業 (株) 下関造船所,山口県,下関市,彦島江の浦町,６-１６－１

７５０-８５１８ 山口ダイハツ販売 (株),山口県,下関市,東大和町,２-１１－１

７５０-８５０７ 山口地方裁判所 下関支部,山口県,下関市,上田中町,８-２－２

７５０-１１９２ (株) シマノ 下関工場,山口県,下関市,小月小島,１-４番７号

７５０-１１９３ 日本セレモニー,山口県,下関市,王喜本町,６-４－５０

７５１-８６３０ (株) 毎日メディアサービス山口,山口県,下関市,一の宮卸本町,２番３号

７５１-８５１０ 下関市立大学,山口県,下関市,大学町,２-１－１

７５１-８５０３ 東亜大学,山口県,下関市,一の宮学園町,２－１

７５１-８５０８ 山口合同ガス (株),山口県,下関市,本町,３-１－１

７５２-８５５８ (株) 小澤,山口県,下関市,長府扇町,９－２３

７５２-８６０９ (株) コプロス,山口県,下関市,長府安養寺,１-１５－１３

７５２-８５５５ (株) 長府製作所,山口県,下関市,長府扇町,２－１

７５２-８５８５ (株) 和田又,山口県,下関市,長府扇町,６－３０

７５２-８５０１ コタベ (株),山口県,下関市,長府港町,１０－４４

７５２-８５１１ 下関競艇場,山口県,下関市,長府松小田東町,１－１

７５２-８５１０ 独立行政法人 国立病院機構関門医療センター,山口県,下関市,長府外浦町,１番１号

７５２-８６０１ 山口銀行 事務センター,山口県,下関市,長府印内町,１０－３

７５９-５５９２ 下関市役所 豊北総合支所,山口県,下関市,豊北町,大字滝部３１４０－１

７５９-６５９２ 海上自衛隊 下関基地隊,山口県,下関市,永田本町,４-８－１

７５９-６５９５ 独立行政法人 水産大学校,山口県,下関市,永田本町,２-７－１

７５５-８６２２ (株） 宇部情報システム,山口県,宇部市,相生町,８－１－１４Ｆ

７５５-８５０１ ＥＪホールディングス (株) 宇部事業所,山口県,宇部市,大字藤曲,2-４８

７５５-８５２２ ウェルサンピア,山口県,宇部市,大字上宇部,開黒岩７５

７５５-８５５５ 宇部工業高等専門学校,山口県,宇部市,,常盤台２４７７－３

７５５-８６３３ 宇部興産 (株),山口県,宇部市,大字小串,１９７８-の９６

７５５-８６１０ 宇部興産 (株) 恩田長沢寮,山口県,宇部市,恩田町,５-１０－７１

７５５-８６０１ 宇部市役所,山口県,宇部市,常盤町,１-７－１

７５５-８６２５ 宇部税務署,山口県,宇部市,常盤町,１-８－２２

７５５-８５４３ 宇部日報,山口県,宇部市,寿町,２-３－１７

７５５-８５５７ 宇部日報報道センター,山口県,宇部市,寿町,３-６－１

７５５-８５５０ 宇部フロンティア大学 (短期大学部）,山口県,宇部市,文京町,４－２３

７５５-８５６０ 宇部フロンティア大学 (付属中学校・香川高等学校）,山口県,宇部市,文京町,１－２５

７５５-８５１０ 宇部マテリアルズ (株),山口県,宇部市,大字小串,１９８５

７５５-８５６６ (株) 井上書店,山口県,宇部市,南小串,２-３－１

７５５-８５８８ (株) ユービーイーホテルズ,山口県,宇部市,相生町,８番１号

７５５-８５１１ 太陽家具百貨店 (株),山口県,宇部市,東藤曲,２-５－３０

７５５-８５６７ チタン工業 (株) 宇部工場,山口県,宇部市,大字小串,１９７８－２５

７５５-８５８０ テクノＵＭＧ (株),山口県,宇部市,大字沖宇部,５２５－１４

７５５-８６０９ ハローワーク,山口県,宇部市,北琴芝,２-４－３０

７５５-８５８５ 山口県 信用保証協会 宇部支所,山口県,宇部市,寿町,３-４－２１

７５５-８６４２ 山口情報ビジネス専門学校,山口県,宇部市,上町,１-３－１０

７５５-８５０５ 山口大学 医学部,山口県,宇部市,南小串,１-１－１

７５５-８５５４ 山口大学 医学部附属病院,山口県,宇部市,南小串,１-１－１

７５５-８６１１ 山口大学 工学部,山口県,宇部市,常盤台,２-１６－１

７５５-０１９２ (株) ぎじろくセンター,山口県,宇部市,大字西岐波,１５９０－１２

７５５-０１９５ 山口県産業技術センター,山口県,宇部市,あすとぴあ,４-１－１

７５５-８５０２ 山口銀行 宇部支店,山口県,宇部市,新天町,１-１－１

７５７-０２９２ 宇部市 楠総合支所,山口県,宇部市,大字船木,３６５－１

７５７-０２９８ 山口日本電気 (株),山口県,宇部市,大字東万倉,神元１９２－３

７５９-０２９５ 宇部工業 (株),山口県,宇部市,大字妻崎開作,８７４－１

７５９-０２９７ 新光産業 (株),山口県,宇部市,厚南中央,二-１番１４号

７５９-０２９２ 常盤薬品 (株),山口県,宇部市,大字妻崎開作,８６０－１

７５９-０２９３ 山口銀行 西宇部支店,山口県,宇部市,大字際波字中開作,字中開作１３８０－４

７４７-０２９２ 山口市 徳地総合支所,山口県,山口市,徳地堀,１７４４

７５３-８５５８ 医療法人 和同会 山口リハビリテーション病院,山口県,山口市,黒川,３３８０

７５３-８５２１ (株) ＦＭ山口,山口県,山口市,緑町,３－３１

７５３-８５３３ (株) 文栄堂,山口県,山口市,道場門前,１-３－１１

７５３-８５０２ 公立大学法人 山口県立大学,山口県,山口市,桜畠,３-２－１

７５３-８５１１ 国立大学法人 山口大学 本部,山口県,山口市,吉田,１６７７－１

７５３-８５１７ 済生会 山口総合病院,山口県,山口市,緑町,２－１１

７５３-８５３５ 自由民主党 山口県支部連合会,山口県,山口市,大手町,９－１１

７５３-８５１９ 綜合病院 山口赤十字病院,山口県,山口市,八幡馬場, 1-５３

７５３-８５２６ 中国財務局 山口財務事務所,山口県,山口市,中河原町,６－１６

７５３-８５０６ 中国電力 (株) 山口支社,山口県,山口市,中央,２-３－１

７５３-８５１８ 中国電力ネットワーク (株) 山口ネットワークセンター,山口県,山口市,中央,２-３－１

７５３-０２９２ テレビ山口 (株) (ＴＹＳ）,山口県,山口市,大内千坊,６-７番１号
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７５３-８５３６ パナソニックエレクトロニックデバイスジャパン (株) アルミキャパシタディビジョン,

７５３-８５３６ 山口県,山口市,朝田,１２８５

７５３-８６５３ 山口銀行 山口支店,山口県,山口市,駅通り,２-５－５

７５３-８５３８ 山口ケーブルビジョン (株),山口県,山口市,中園町,７－４０

７５３-８５２５ 山口刑務所,山口県,山口市,松美町,３－７５

７５３-８５２０ 山口県 国民健康保険団体連合会,山口県,山口市,朝田,１９８０-７

７５３-８５２８ 山口県 町村会,山口県,山口市,大手町,９－１１

７５３-８５８８ 山口県 山口健康福祉センター,山口県,山口市,吉敷下東,３-１－１

７５３-８５０４ 山口県警察 本部,山口県,山口市,滝町,１－１

７５３-８５２９ 山口県市町村職員 共済組合,山口県,山口市,大手町,９－１１

７５３-８５５５ 山口県社会福祉事業団,山口県,山口市,大手町,９－６

７５３-８５２２ 山口県社会保険診療報酬支払基金,山口県,山口市,葵,１-３－３８

７５３-８５３４ 山口県赤十字血液センター,山口県,山口市,野田,１７２－５

７５３-８５０１ 山口県庁,山口県,山口市,滝町,１－１

７５３-８５３１ 山口県立 西京高等学校,山口県,山口市,黒川, 1-８０

７５３-８５０８ 山口県立 山口高等学校,山口県,山口市,糸米,１-９－１

７５３-８５０９ 山口税務署,山口県,山口市,中河原町,６－１６

７５３-８５７７ 山口地方法務局,山口県,山口市,中河原町,６－１６

７５３-８５３７ 山口中央農業協同組合,山口県,山口市,吉敷, 1-２５

７５３-８５３０ 山口中村学園 中村女子高等学校,山口県,山口市,駅通り,１-１－１

７５３-８５１０ 山口労働局,山口県,山口市,中河原町,６－１６

７５３-８５０３ 陸上自衛隊 山口駐屯地 業務隊,山口県,山口市,上宇野令,７８４

７５３-０２９３ ＴＹＳハウジングプラザ山口「サエラ」,山口県,山口市,大内長野,５１１

７５３-８５７０ ＹＡＢ 山口朝日放送,山口県,山口市,中央,３-５－２５

７５３-８６５４ 山口県 信用保証協会,山口県,山口市,中央,４-５－１６

７５３-８６５０ 山口市役所,山口県,山口市,亀山町,２－１

７５４-８６１０ 吉南信用金庫 本店,山口県,山口市,小郡下郷,１２０１

７５４-８５２２ 全国健康保険協会 山口支部,山口県,山口市,小郡下郷,３１２－２

７５４-８６０１ 三菱ふそうトラック・バス (株) 山口ふそう,山口県,山口市,小郡下郷, 1-２２

７５４-８５３５ 山口県 共済農業協同組合連合会,山口県,山口市,小郡下郷,２１３９

７５４-８５５５ 山口県 経済農業協同組合連合会,山口県,山口市,小郡下郷,２１３９

７５４-８５８５ 山口県 農業協同組合中央会,山口県,山口市,小郡下郷,２１３９

７５４-８６１１ 山口県信用農業協同組合 連合会,山口県,山口市,小郡下郷,２１３９

７５４-８５１１ 山口市小郡総合支所,山口県,山口市,小郡下郷,６０９－１

７５４-８５０１ 山口トヨタ自動車 (株),山口県,山口市,小郡下郷,９４５－２

７５４-１１９３ 東洋ヒューム管 (株),山口県,山口市,秋穂東,３５０２

７５４-１１９２ 山口市 秋穂総合支所,山口県,山口市,秋穂東,６５７０

７５４-１２９２ 山口市 阿知須総合支所,山口県,山口市,阿知須,２７４３

７５８-８５８５ 至誠館大学,山口県,萩市,椿東,浦田５０００-

７５８-８６１５ 中国電力ネットワーク (株) 萩ネットワークセンター,

７５８-８６１５ 山口県,萩市,大字椿,字沖田２１０６-

７５８-８６４８ 萩 税務署,山口県,萩市,大字唐樋町,３－７

７５８-８５７０ 萩社会保険事務所,山口県,萩市,大字江向,３２３－１

７５８-８５５５ 萩市役所,山口県,萩市,大字江向,５１０

７５８-８６８６ 山口銀行 萩支店,山口県,萩市,大字東田町,１６－１）

７５８-８６４５ 山口県立 萩養護学校,山口県,萩市,大字椿東,字中ノ追５８１６－１

７４７-８５８８ 大村印刷 (株),山口県,防府市,西仁井令,１-２１－５５

７４７-８６２２ (株) 三友,山口県,防府市,駅南町,９－４３

７４７-８５０９ (株) 丸久,山口県,防府市,大字江泊,１９３６

７４７-８５２２ 協和発酵工業 (株) 防府工場,山口県,防府市,協和町,１－１

７４７-８５８５ 建設省山口工事事務所,山口県,防府市,国衙,１-１０－２０

７４７-８５６７ 航空自衛隊 防府北基地,山口県,防府市,大字田島,無�７４７８５５５ 航空自衛隊 防府南基地,山口県,防府市,大字田

島,無�７４７８５１１ 地方独立行政法人 山口県立病院機構 山口県立総合医療センター,

７４７-８５１１ 山口県,防府市,大字大崎,７７-

７４７-８５０１ 防府市役所,山口県,防府市,寿町,７－１

７４７-８６１１ 防府税務署,山口県,防府市,緑町,１-２－１２

７４７-８６８６ 山口銀行 防府支店,山口県,防府市,駅南町,１０－１

７４４-８６０１ (株) 日立製作所 笠戸事業所,山口県,下松市,大字東豊井,７９４

７４４-８５８５ 下松市役所,山口県,下松市,大手町,３-３－３

７４４-８５２１ 下松商業開発 (株),山口県,下松市,中央町,３－２１

７４４-８６１１ 東洋鋼鈑 (株) 下松工場,山口県,下松市,大字東豊井,１３０２－１

７４０-８６１１ 岩国 税務署,山口県,岩国市,麻里布町,７-９－３７

７４０-８５８５ 岩国市役所,山口県,岩国市,今津町,１-１４－５１

７４０-８６３９ 岩国商工会議所,山口県,岩国市,今津町,１-１８－１

７４０-８５５５ 海上自衛隊 岩国航空基地隊,山口県,岩国市,三角町,２-官有地

７４０-８５３５ 三晃特殊金属工業 (株),山口県,岩国市,室の木町,１-４－７５

７４０-８６４２ 中国電力 (株) 岩国営業所,山口県,岩国市,南岩国町,１-１６－６

７４０-８５１１ 帝人 (株) 岩国事業所,山口県,岩国市,日の出町,２－１

７４０-８５６７ 東洋紡 (株) 岩国工場,山口県,岩国市,灘町,１－１

７４０-８５１０ 独立行政法人 国立病院機構 岩国医療センター,

７４０-８５１０ 山口県,岩国市,愛宕町,一-１番１号

７４０-８６８６ 日本年金機構 岩国年金事務所,山口県,岩国市,立石町,１-８－７

７４０-８５１６ 山口県 岩国県税事務所,山口県,岩国市,三笠町,１-１－１

７４０-８６４６ 有限会社 詩仙堂,山口県,岩国市,麻里布町,１-３－１５

７４１-８５８５ 医療法人 新生会 いしい記念病院,山口県,岩国市,多田,１－２６

７４２-０３９２ 岩国市 玖珂支所,山口県,岩国市,玖珂町,４９３３-２

７４２-０４９２ 岩国市 周東総合支所,山口県,岩国市,周東町下久原,１２０９－１

７４３-８５５０ 新日鐵住金ステンレス (株) 製造本部光製造所,

７４３-８５５０ 山口県,光市,大字島田,３４３４-

７４３-８５１０ 新日本製鐵 (株) 光製鐵所,山口県,光市,大字島田,３４３４

７４３-８５０２ 武田薬品工業 (株) 光工場,山口県,光市,大字光井,字武田４７２０

７４３-８５７７ 光 税務署,山口県,光市,虹ケ浜,３-１０－１

７４３-８５０１ 光市役所,山口県,光市,中央,６-１－１

７４３-０１９３ 光市役所 大和支所,山口県,光市,大字岩田, 1-５６

７４３-０１９２ 光市立 大和総合病院,山口県,光市,大字岩田,９７４

７４３-８５６１ 光市立光総合病院,山口県,光市,光ケ丘,６番１号

７５９-４１９６ (株) フジ 長門店,山口県,長門市,仙崎,字網田３２２－２

７５９-４１９２ 長門市役所,山口県,長門市,東深川,１３３９－２



７５９-４１９４ 山口県厚生農業 協同組合 連合会 長門総合病院,山口県,長門市,東深川,８５

７５９-４１９８ 有限会社 まるみストアー,山口県,長門市,東深川,８０３－８

７４２-８５１０ (株） イズミ 柳井店,山口県,柳井市,南町,４-５－３

７４２-８６２２ (株) エム・オン,山口県,柳井市,柳井,１５７４－１３

７４２-８５５５ (株) フジマ,山口県,柳井市,大字柳井,９８７

７４２-８６６６ (株) 柳井クルーズホテル,山口県,柳井市,南町,４-１－１

７４２-８６６９ (株) 山口銀行 柳井支店,山口県,柳井市,中央,２-９－１４

７４２-８５７６ 三新化学工業 (株),山口県,柳井市,南町,４-１－４１

７４２-８６４６ ＪＡ 南すおう,山口県,柳井市,中央,３-１６－１

７４２-８６２５ 中国電力 (株) 柳井営業所,山口県,柳井市,大字古開作,字東条６８５－１１

７４２-８５１１ 中国電力 柳井発電所,山口県,柳井市,,宮本塩浜１５７８－８

７４２-８６８８ 東山口信用金庫,山口県,柳井市,中央,２-７－３１

７４２-８６０５ 柳井 税務署,山口県,柳井市,柳井,３７４５－１

７４２-８７１４ 柳井市役所,山口県,柳井市,南町,１-１０－２

７４２-８６４５ 柳井商工会議所,山口県,柳井市,中央,２-１５－１

７４２-８７８７ やまぐちフラワーランド (財) やない花のまちづくり振興財団,

７４２-８７８７ 山口県,柳井市,新庄,５００-１

７４２-８６０８ 井森工業,山口県,柳井市,伊保庄,４９０７

７４２-１３９８ 井森工業 (株),山口県,柳井市,伊保庄,４９０７

７４９-０１９５ 柳井市役所 大畠総合支所,山口県,柳井市,大畠,１０２１

７５０-０６９３ 美祢社会復帰促進センター,山口県,美祢市,豊田前町麻生下,１０-

７５０-０６９２ 美祢社会復帰促進センター宿舎,山口県,美祢市,豊田前町麻生下,１０-７

７５４-０２９１ 美祢市 美東総合支所,山口県,美祢市,美東町大田,５９３６-

７５９-２２９２ 美祢市役所,山口県,美祢市,大嶺町東分,３２６－１

７４５-８６１３ 出光興産 (株) 徳山製油所,山口県,周南市,新宮町,１－１

７４５-８５１０ オープンシステム総合病院 徳山医師会病院,山口県,周南市,慶万町,１０－１

７４５-８５６７ (株) 近鉄松下百貨店,山口県,周南市,銀座,２-１４

７４５-８６０１ (株) 西京銀行,山口県,周南市,平和通,１-１０－２

７４５-８６４８ (株) トクヤマ,山口県,周南市,御影町,１－１（徳山郵便局私書箱第８３号）

７４５-８５２９ 周南市社会福祉協議会,山口県,周南市,速玉町,３－１７

７４５-８６５５ 周南市役所,山口県,周南市,岐山通,１-１

７４５-８６５６ 商工組合中央金庫 徳山支店,山口県,周南市,御幸通,１-１０

７４５-８５２２ 総合病院社会保険 徳山中央病院,山口県,周南市,孝田町,１－１

７４５-８６１１ 大和証券 (株) 徳山支店,山口県,周南市,みなみ銀座,１-１

７４５-８６２２ 徳山 税務署,山口県,周南市,今宿町,２-３５

７４５-８５８５ 徳山工業高等専門学校,山口県,周南市,大字久米,高城３５３８

７４５-８６６６ 徳山社会保険事務所,山口県,周南市,新宿通,５-１－８

７４５-８５６６ 徳山大学,山口県,周南市,大字久米,栗ヶ迫８４３－４－２

７４５-８５４７ 防長交通 (株),山口県,周南市,松保町,７－９

７４５-８６８６ 山口放送 (株),山口県,周南市,大字徳山,字公園区

７４５-０６９６ (株) 新光,山口県,周南市,大字大河内,５１８－５

７４５-０６９８ 周南市役所 熊毛総合支所,山口県,周南市,大字呼坂,２－２

７４６-８５０１ 東ソー (株） 南陽工場,山口県,周南市,開成町,４５６０

７４６-８６６６ 日鉄ステンレス (株) 製造本部 周南製鋼所,山口県,周南市,野村南町,４９７６-

７４６-８６０１ 山口銀行 富田支店,山口県,周南市,政所,３-１４－１１

７５６-８５８５ 小野田商業開発 (株),山口県,山陽小野田市,中川,６-４番１号

７５６-８５０２ (株) パオ,山口県,山陽小野田市,大字西高泊,字烏帽子岩沖６７６-９の１

７５６-８６０１ 山陽小野田市役所,山口県,山陽小野田市,日の出,１-１－１

７５６-８６０２ 嶋田工業,山口県,山陽小野田市,大字西高泊,６３１－１１

７５６-８５０１ 富士商 (株),山口県,山陽小野田市,稲荷町,１０番２３号

７５７-８５８５ ＦＤＫ (株) 山陽工場,山口県,山陽小野田市,大字厚狭,本町五区

７５７-８６３４ 山陽小野田市 山陽総合事務所,山口県,山陽小野田市,大字鴨庄,９４

７５７-８５１１ 長州産業 (株),山口県,山陽小野田市,,新山野井３７４０

７５７-８６８６ 日本化薬 (株) 厚狭工場,山口県,山陽小野田市,大字郡,２３００

７４２-２１９３ 大島商船高等専門学校,山口県,大島郡周防大島町,大字小松,１０９１－１

７４２-２１９２ 周防大島町役場,山口県,大島郡周防大島町,大字小松,１２６-２

７４０-８５０１ 和木町役場,山口県,玖珂郡和木町,和木,１-１－１

７４２-１５９８ 大晃機械工業 (株),山口県,熊毛郡田布施町,大字下田布施,２０９－１

７４２-１５９２ 田布施町役場,山口県,熊毛郡田布施町,大字下田布施,３４４０－１

７４２-１１９３ 医療法人．光輝会 光輝病院,山口県,熊毛郡平生町,大字佐賀,鳩ヶ峯２－７７

７４２-１１９２ 永大産業 (株) 山口・平生事業所,山口県,熊毛郡平生町,大字曽根,２３８８

７４２-１１９４ 三新化学工業 (株) 平生工場,山口県,熊毛郡平生町,大字平生町,長浜５３１

７４２-１１９５ 平生町役場,山口県,熊毛郡平生町,大字平生町,２１０－１

７４２-１１９６ 柳井紙工 (株),山口県,熊毛郡平生町,大字平生村,横割５８４




