
８００-８５１０ 池田興業 (株),福岡県,北九州市門司区,大里本町,２-２－５

８００-８６８６ 大分銀行 門司駅前支店,福岡県,北九州市門司区,柳町,１-３－２５

８００-８６０１ 岡野バルブ製造 (株),福岡県,北九州市門司区,中町,１－１４

８００-８６１１ (株) 西日本シティ銀行 門司駅前支店,福岡県,北九州市門司区,中町,１-２５号

８００-８６０３ (株) 福岡銀行 門司駅前支店,福岡県,北九州市門司区,高田,１-１－２０

８００-８５５５ (株) マツモト,福岡県,北九州市門司区,社ノ木,１-２－１

８００-８５５０ 高藤建設 (株),福岡県,北九州市門司区,東新町,１-１－３０

８００-８５８５ ニッカウヰスキー (株) 門司工場,福岡県,北九州市門司区,大里元町,２番１号

８０１-８５０３ (株) 門司港ホテル,福岡県,北九州市門司区,港町,９番１１号

８０１-８５１０ 北九州市 門司区役所,福岡県,北九州市門司区,清滝,１-１－１

８０１-８５５５ 北九州市港湾局,福岡県,北九州市門司区,西海岸,１-２－７

８０１-８５８５ 九州運輸局 福岡運輸支局（門司港庁舎）,福岡県,北九州市門司区,西海岸,１-３－１０

８０１-８５０２ 九州労災病院門司メディカルセンター,福岡県,北九州市門司区,東港町,３－１

８０１-８５５０ 社団法人 日本海員掖済会門司病院,福岡県,北九州市門司区,清滝,１-３－１

８０１-８５０７ 第７管区海上保安本部,福岡県,北九州市門司区,西海岸,１-３－１０

８０１-８５１１ 門司税関,福岡県,北九州市門司区,西海岸,１-３－１０

８０１-８６０１ 門司税務署,福岡県,北九州市門司区,西海岸,１－３－１０

８０８-８５１５ (株) やきとりカンパニー,福岡県,北九州市若松区,浜町,１-１９－１１

８０８-８５１０ 北九州市 若松区役所,福岡県,北九州市若松区,浜町,１-１－１

８０８-８５５５ 協同組合 若松商連,福岡県,北九州市若松区,本町,２-３－１９

８０８-８５８５ 社団法人 若松法人会,福岡県,北九州市若松区,本町,１-１３－１５

８０８-８５８８ 信和鋼板,福岡県,北九州市若松区,大字安瀬,８－４

８０８-８５１４ 清和鋼業 (株) 九州支店,福岡県,北九州市若松区,北浜,１-７－２

８０８-８５０２ 鶴丸海運 (株),福岡県,北九州市若松区,本町,１-５－１１

８０８-８５０５ 東紅食品 (株),福岡県,北九州市若松区,浜町,１-１９－１１

８０８-８５５８ 日立金属 (株) 若松工場,福岡県,北九州市若松区,北浜,１-９－１

８０８-８５５０ 不二貿易 (株),福岡県,北九州市若松区,大字安瀬,６４－３６

８０８-８６０６ 若松税務署,福岡県,北九州市若松区,本町,１－１４－１２

８０８-０１９６ 九州工業大学大学院 生命体工学研究科,福岡県,北九州市若松区,ひびきの,１－１

８０４-８５２０ 旭硝子 (株) 北九州工場,福岡県,北九州市戸畑区,牧山,５-１－１

８０４-８５５８ 学校法人 明治学園,福岡県,北九州市戸畑区,仙水町,５－１

８０４-８５１０ 北九州市 戸畑区役所,福岡県,北九州市戸畑区,新池,１-１－１

８０４-８５５０ 九州工業大学,福岡県,北九州市戸畑区,仙水町,１－１

８０４-８５３９ 山九 (株) 北九州支店,福岡県,北九州市戸畑区,大字中原,先の浜４６－５１

８０４-８５３８ 山九 (株) 八幡支店,福岡県,北九州市戸畑区,大字中原,先の浜４６－５１

８０４-８５０５ 新日本製鐵 株式會社 エンジニアリング事業本部 北九州マネジメントサポート室,

８０４-８５０５ 福岡県,北九州市戸畑区,大字中原,４６-の５９

８０４-８６０１ 東洋製罐 (株) 戸畑工場,福岡県,北九州市戸畑区,銀座,２-９－３

８０４-８５０３ 日鉄ケミカル＆マテリアル (株) 九州製造所,福岡県,北九州市戸畑区,大字中原,先の浜

４６－８０

８０４-８５６０ 日鉄住金テックスエンジ (株) 八幡支店,福岡県,北九州市戸畑区,大字戸畑,４６４－２

３

８０４-８５８８ 日鉄住金テックスエンジ (株) 八幡電計事業センター,福岡県,北九州市戸畑区,大字中

原,４６－５-９

８０４-８５７７ 日本水産 (株) 戸畑工場,福岡県,北九州市戸畑区,川代,２-３－６

８０４-８５０１ 日本製鉄 (株) 九州製鉄所 八幡地区,福岡県,北九州市戸畑区,飛幡町,１番１号

８０４-８５５５ 日本鋳鍛鋼 (株),福岡県,北九州市戸畑区,大字中原,先の浜４６－５９

８０２-８５１２ 石川金属工業 (株),福岡県,北九州市小倉北区,赤坂海岸,２－１

８０２-８５０８ (株) コレット井筒屋,福岡県,北九州市小倉北区,京町,３-１－１

８０２-８５１１ (株) 井筒屋,福岡県,北九州市小倉北区,船場町,１－１

８０２-８５７０ (株) ＣＲＯＳＳ ＦＭ,福岡県,北九州市小倉北区,京町,３－１－１

８０２-８５８５ (株) サンレー,福岡県,北九州市小倉北区,上富野,３-２－８

８０２-８６４２ (株) ナカノテツ,福岡県,北九州市小倉北区,京町,１-３－１０

８０２-８７０１ (株) 山口銀行 北九州本部,福岡県,北九州市小倉北区,堺町,１-１番１０号

８０２-８５６０ 北九州市総合保健福祉センター,福岡県,北九州市小倉北区,馬借,１-７－１

８０２-８５２２ 北九州商工会議所,福岡県,北九州市小倉北区,紺屋町,１－１３

８０２-８５６１ 北九州市立医療センター,福岡県,北九州市小倉北区,馬借,二-１番１号

８０２-８５１７ 北九州総合病院,福岡県,北九州市小倉北区,東城野町,１番１号

８０２-８５２１ 九州電力 (株) 北九州支店,福岡県,北九州市小倉北区,米町,２-３－１

８０２-８５２４ 九州電力 (株) 小倉営業所,福岡県,北九州市小倉北区,米町,２-３－１

８０２-８５５５ 小倉記念病院,福岡県,北九州市小倉北区,浅野,３-２番１号

８０２-８５０７ 小倉公共職業安定所,福岡県,北九州市小倉北区,萩崎町,１番１１号

８０２-８５４３ 小倉興産 (株),福岡県,北九州市小倉北区,浅野,２-１４－１

８０２-８５０２ 小倉ターミナルビル (株),福岡県,北九州市小倉北区,浅野,１-１番１号

８０２-８５５０ 住友生命保険 相互会社 北九州支社,福岡県,北九州市小倉北区,堺町,１-９－１０

８０２-８５１５ 第一交通産業 (株) 本社,福岡県,北九州市小倉北区,馬借,２-６－８

８０２-８６０１ ＴＯＴＯ (株),福岡県,北九州市小倉北区,中島,２-１－１

８０２-８５４５ 東京海上日動火災保険 (株) 北九州支店,福岡県,北九州市小倉北区,米町,１-５－２０

８０２-８５５８ 西日本新聞 北九州本社,福岡県,北九州市小倉北区,堺町,１-２－１６

８０２-８５８０ 西日本電信電話 (株) 北九州支店,福岡県,北九州市小倉北区,古船場町,５番１２号
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８０２-８５８１ 日本エイ・デイ・アール (株),福岡県,北九州市小倉北区,京町,３-１４－１１

８０２-８６７７ 日本生命保険 相互会社 北九州支社,福岡県,北九州市小倉北区,堺町,１-３－１５

８０２-８６０４ 野村證券(株)北九州支店,福岡県,北九州市小倉北区,京町,３-１－１

８０２-８５０１ 福岡ひびき信用金庫 事務センター,福岡県,北九州市小倉北区,黄金,２-８－２０

８０２-８６５１ 毎日新聞 西部本社,福岡県,北九州市小倉北区,紺屋町,１３－１

８０２-８５７１ 読売新聞 北九州総本部,福岡県,北九州市小倉北区,米町,２-２番１号

８０２-８５６６ リビング北九州,福岡県,北九州市小倉北区,紺屋町,１３－１

８０３-８５８６ 朝日新聞 西部本社,福岡県,北九州市小倉北区,室町,１-１番１号

８０３-８５５５ ＮＨＫ 北九州放送局,福岡県,北九州市小倉北区,室町,１-１番１号

８０３-８５５８ 小野建 (株) 小倉支店,福岡県,北九州市小倉北区,西港町,１２－１

８０３-８５０８ (株) 丸和,福岡県,北九州市小倉北区,大手町,１０－１０

８０３-８６６０ (株) サンリブ,福岡県,北九州市小倉北区,金田,１-３－３３

８０３-８５５０ (株) ＣＧＣ 九州本部,福岡県,北九州市小倉北区,大手町,１０－１０

８０２-８６８６ (株) 住友金属 小倉,福岡県,北九州市小倉北区,許斐町,１

８０３-８５６１ (株) セントラルユニ,福岡県,北九州市小倉北区,清水,１-１３－２０

８０３-８６３０ (株) ゼンリン,福岡県,北九州市小倉北区,室町,１-１番１号

８０３-８６８６ (株) 東芝 北九州工場,福岡県,北九州市小倉北区,下到津,１-１０－１

８０３-８５０４ (株) パルテック,福岡県,北九州市小倉北区,室町,３-２－２７

８０３-８５３０ (株)安川電機 技術開発センタ,福岡県,北九州市小倉北区,大手町,１２－１

８０３-８５１０ 北九州市 小倉北区役所,福岡県,北九州市小倉北区,大手町,１－１

８０３-８５０１ 北九州市役所,福岡県,北九州市小倉北区,城内,１－１

８０３-８５３５ 北九州市役所 区政事務センター,福岡県,北九州市小倉北区,大手町,１番１号

８０３-８５８０ 九州歯科大学,福岡県,北九州市小倉北区,真鶴,２-６－１

８０３-８５４３ 健和会 大手町病院,福岡県,北九州市小倉北区,大手町,１－１５

８０３-８５６７ 小倉北警察署,福岡県,北九州市小倉北区,城内,５－１

８０３-８５８８ 小倉北社会保険事務所,福岡県,北九州市小倉北区,大手町,３－１３

８０３-８６０２ 小倉税務署,福岡県,北九州市小倉北区,大手町,１３－１７

８０３-８５０５ 国家公務員共済組合連合会 新小倉病院,福岡県,北九州市小倉北区,金田,１-３－１

８０３-８６６６ 西部ガス (株) 北九州事業本部,福岡県,北九州市小倉北区,竪町,２-３－１０

８０３-８５１７ 新日本非破壊検査 (株),福岡県,北九州市小倉北区,井堀,４-１０－１３

８０３-８５２０ 大平紙業 (株),福岡県,北九州市小倉北区,東港,１-３－７

８０３-８７８７ 西日本工業大学,福岡県,北九州市小倉北区,室町,１-２番１１号

８０３-８５１１ 東筑紫短期大学・九州栄養福祉大学,福岡県,北九州市小倉北区,下到津,５-１番１号

８０３-８５３２ 福岡家庭裁判所 小倉支部,福岡県,北九州市小倉北区,金田,１-４－１

８０３-８５１２ 福岡県 小倉県税事務所,福岡県,北九州市小倉北区,城内,７番８号

８０３-８５３１ 福岡地方裁判所 小倉支部,福岡県,北九州市小倉北区,金田,１-４－１

８０３-８５１３ 福岡法務局 北九州支局,福岡県,北九州市小倉北区,城内,５－３

８０３-８５３３ 山田港運倉庫 (株),福岡県,北九州市小倉北区,西港町,７-

８００-０２８４ (株) サンリブ 商品部,福岡県,北九州市小倉南区,上葛原,２-１４番１号

８００-０２８３ (株) サンリブ 本社,福岡県,北九州市小倉南区,上葛原,２-１４番１号

８００-０２８８ (株) サンリブサンリブシティ 小倉,福岡県,北九州市小倉南区,上葛原,２-１４番１号

８００-０２９７ (株) 七尾製菓,福岡県,北九州市小倉南区,葛原,１-８－４

８００-０２９５ 北九州総合病院,福岡県,北九州市小倉南区,湯川,５-１０－１０

８００-０２９８ 九州栄養福祉大学 小倉南区キャンパス,福岡県,北九州市小倉南区,葛原高松,１-５番１

号

８００-０２９６ 九州労災病院,福岡県,北九州市小倉南区,曽根北町,１番１号

８００-０２８１ クラレイ (株),福岡県,北九州市小倉南区,中曽根東,１-３－１１

８００-０２９４ 小倉南社会保険事務所,福岡県,北九州市小倉南区,下曽根,１-８－６

８００-０２８５ サニーサイドモール 小倉,福岡県,北九州市小倉南区,下曽根新町,１０－１

８００-０２８６ サンデー北九州,福岡県,北九州市小倉南区,葛原,５-３－３

８００-０２９３ ＴＯＴＯ (株) 小倉第二工場,福岡県,北九州市小倉南区,朽網東,５-１－１

８００-０２８２ 明治屋商事 (株) 北九州店,福岡県,北九州市小倉南区,上葛原,１-１８番１号

８０２-８５４０ (株) タカギ,福岡県,北九州市小倉南区,石田南,２-４－１

８０２-８５１０ 北九州市 小倉南区役所,福岡県,北九州市小倉南区,若園,５-１－２

８０２-８５７７ 北九州市立大学,福岡県,北九州市小倉南区,北方,４-２－１

８０２-８５２９ 小倉拘置支所,福岡県,北九州市小倉南区,葉山町,１-１番８号

８０２-８５３３ 独立行政法人 国立病院機構 小倉医療センター,福岡県,北九州市小倉南区,春ケ丘,１０

番１号

８０２-８５６７ 陸上自衛隊 小倉駐屯地,福岡県,北九州市小倉南区,北方,５-１－１

８０５-８５０８ 医療法人社団 新日鐵八幡記念病院,福岡県,北九州市八幡東区,春の町,１-１－１

８０５-８５０７ (株) アステック入江,福岡県,北九州市八幡東区,西本町,３-１番１号

８０５-８５３８ (株) 有薗製作所,福岡県,北九州市八幡東区,東田,１-７番５号

８０５-８５３１ (株) 奥村組 九州支店,福岡県,北九州市八幡東区,山王,２-１９－１

８０５-８５３５ (株) 菅原,福岡県,北九州市八幡東区,西本町,３-２－５

８０５-８５２８ (株) スピナ,福岡県,北九州市八幡東区,平野,２-１１－１

８０５-８５８５ (株) スペースワールド,福岡県,北九州市八幡東区,東田,４-１－１

８０５-８５３９ (株) タカミヤ,福岡県,北九州市八幡東区,,前田企業団地１－１

８０５-８５１４ (株) 山本工作所,福岡県,北九州市八幡東区,大字枝光,10-５０

８０５-８５３６ 寒川商事 (株),福岡県,北九州市八幡東区,大字前田,企業団地５－１

８０５-８５１３ 学校法人 九州国際大学,福岡県,北九州市八幡東区,平野,２-５－１



８０５-８５１０ 北九州市 八幡東区役所,福岡県,北九州市八幡東区,中央,１-１－１

８０５-８５３４ 北九州市立八幡病院,福岡県,北九州市八幡東区,尾倉,二-６番２号

８０５-８５１２ 九州国際大学,福岡県,北九州市八幡東区,平野,１-６－１

８０５-８５３３ 九築工業 (株),福岡県,北九州市八幡東区,山王,１-９－１０

８０５-８５２７ 社会福祉法人 恩賜財団済生会支部 福岡県済生会八幡総合病院,

８０５-８５２７ 福岡県,北九州市八幡東区,春の町,５-９－２７

８０５-８５３０ 太平工業 (株) 八幡支店,福岡県,北九州市八幡東区,川淵町,９－２７

８０５-８５２１ 月星商事 (株),福岡県,北九州市八幡東区,尾倉,２-４－７

８０５-８５１８ 東亜非破壊検査 (株),福岡県,北九州市八幡東区,山王,１-１３－１５

８０５-８５０５ 独立行政法人 国際協力機構 九州国際センター,

８０５-８５０５ 福岡県,北九州市八幡東区,平野,２-２－１

８０５-８５５５ 日鉄住金テックスエンジ (株) 北九州事業センター,

８０５-８５５５ 福岡県,北九州市八幡東区,大字前田,字大塚１３２０－４

８０５-８５１６ 日鉄住金物流八幡 (株),福岡県,北九州市八幡東区,枝光本町,８番１号

８０５-８５２０ 福岡ひびき信用金庫,福岡県,北九州市八幡東区,尾倉,２-８－１

８０５-８５０３ 三島光産 (株),福岡県,北九州市八幡東区,枝光,２-１－１５

８０５-８６２５ みずほ銀行 北九州支店 八幡出張所,福岡県,北九州市八幡東区,中央,３-１－１

８０５-８５０９ ムロオカ商事 (株),福岡県,北九州市八幡東区,東田,１-６－３

８０５-８６０６ 八幡税務署,福岡県,北九州市八幡東区,平野,２-１３－１

８０５-８５０１ 吉川工業 (株),福岡県,北九州市八幡東区,尾倉,２-１－２

８０６-８５１１ (株) 井筒屋 黒崎店,福岡県,北九州市八幡西区,黒崎,１-１－１

８０６-８５６７ (株) 高田工業所,福岡県,北九州市八幡西区,築地町,１－１

８０６-８６７９ (株) 西日本シティ銀行 黒崎支店,福岡県,北九州市八幡西区,黒崎,１-５－１７

８０６-８６１２ (株) 西日本シティ銀行 黒崎中央支店,福岡県,北九州市八幡西区,黒崎,１-３－１８

８０６-８６８６ (株) 福岡銀行 黒崎支店,福岡県,北九州市八幡西区,黒崎,３-２－２

８０７-８５８８ (株) 三井ハイテック,福岡県,北九州市八幡西区,小嶺,２-１０－１

８０６-８５４３ (株) メイト黒崎,福岡県,北九州市八幡西区,黒崎,１-１－１

８０６-８６６６ (株) 山口銀行 八幡支店,福岡県,北九州市八幡西区,黒崎,１-４－１

８０６-８５５８ 学校法人 能美学園 星琳高等学校,福岡県,北九州市八幡西区,青山,３-３－１

８０６-８５１０ 北九州市 八幡西区役所,福岡県,北九州市八幡西区,黒崎,３-１５番３号

８０６-８５４０ 北九州西労働基準監督署,福岡県,北九州市八幡西区,岸の浦,１-５－１０

８０６-８５０１ 九州厚生年金病院,福岡県,北九州市八幡西区,岸の浦,１-８－１

８０６-８５８６ 黒崎播磨 (株),福岡県,北九州市八幡西区,東浜町,１－１

８０６-８５７０ 国民生活金融公庫 八幡支店,福岡県,北九州市八幡西区,黒崎,３-１－７

８０６-８５８５ ホテルクラウンパレス,福岡県,北九州市八幡西区,東曲里町,３－１

８０６-８５０９ 八幡公共職業安定所,福岡県,北九州市八幡西区,岸の浦,１-５－１０

８０６-８５５５ 八幡社会保険事務所,福岡県,北九州市八幡西区,岸の浦,１-５－５

８０７-８５８５ 九州共立大学,福岡県,北九州市八幡西区,自由ケ丘,１－８

８０７-８５８６ 九州女子大学・九州女子短期大学,福岡県,北九州市八幡西区,自由ケ丘,１－１

８０７-８５５５ 産業医科大学,福岡県,北九州市八幡西区,医生ケ丘,１番１号

８０７-８５５６ 産業医科大学病院,福岡県,北九州市八幡西区,医生ケ丘,１番１号

８１１-０２９５ 学校法人 福岡工業大学,福岡県,福岡市東区,和白東,３-３０－１

８１２-８５８６ (株) あらた 福岡支店,福岡県,福岡市東区,箱崎ふ頭,５-５－５

８１２-８６５４ (株) かねふく,福岡県,福岡市東区,馬出,４-８－２１

８１２-８６６１ (株) かねふく めんたい通,福岡県,福岡市東区,東浜,２００１/５/１７

８１２-８６５２ (株) 原田貞良商店,福岡県,福岡市東区,東浜,１-１３－３５

８１２-８５８５ (株) ヤクシン,福岡県,福岡市東区,箱崎ふ頭,３-４－４６

８１２-８６５０ コカ・コーラウエスト (株),福岡県,福岡市東区,箱崎,７-９－６６

８１２-８６５５ 宗教法人 筥崎宮,福岡県,福岡市東区,箱崎,１-２２－１

８１２-８５８７ 昭和鉄工 (株),福岡県,福岡市東区,箱崎ふ頭,３-１－３５

８１２-８６０４ 創価学会 九州文化会館,福岡県,福岡市東区,松田,３-２－５

８１２-８６５９ タイキ薬品工業 (株),福岡県,福岡市東区,東浜,１-９－４

８１２-８６５７ 日本年金機構 東福岡年金事務所,福岡県,福岡市東区,馬出,３－１２－３２

８１２-８６５６ 日本食品 (株),福岡県,福岡市東区,箱崎,７-９－５８

８１２-８５４３ 福岡県東福岡県税事務所,福岡県,福岡市東区,箱崎,１-１８番１号

８１２-８６５１ 福岡県立図書館,福岡県,福岡市東区,箱崎,１-４１－１２

８１２-８６５３ 福岡市 東区役所,福岡県,福岡市東区,箱崎,２-５４－１

８１２-８５８３ 福岡日野自動車 (株),福岡県,福岡市東区,箱崎ふ頭,２-２－２６

８１２-８５８９ 三菱ふそうトラック・バス (株) 九州ふそう,福岡県,福岡市東区,箱崎ふ頭,５-４番１７

号

８１２-８５８８ 明治屋商事 (株) 福岡支店,福岡県,福岡市東区,箱崎ふ頭,５-７－１７

８１２-８５８１ 九州大学箱崎地区部局,福岡県,福岡市東区,箱崎,６-１０－１

８１２-８５８２ 九州大学病院地区部局,福岡県,福岡市東区,馬出,３-１－１

８１２-８７０６ 博多税務署,福岡県,福岡市東区,馬出,１-８－１

８１３-８５８５ アビスパ福岡 (株),福岡県,福岡市東区,香椎浜,３-２１－１

８１３-８５８８ 医療法人 原土井病院,福岡県,福岡市東区,青葉,６-４０－８

８１３-８６８１ 香椎税務署,福岡県,福岡市東区,千早,６-２－１

８１３-８５５５ (株) アトル,福岡県,福岡市東区,香椎浜ふ頭,２-５番１号

８１３-８５６８ (株) やまや,福岡県,福岡市東区,松島,５-２７－５

８１３-８６８０ (株)トーホー 九州支店,福岡県,福岡市東区,松島,３-１１－１



８１３-８５０３ 学校法人 中村産業学園 九州産業大学,福岡県,福岡市東区,松香台,２-３－１

８１３-８５７７ 九州運輸局 福岡運輸支局,福岡県,福岡市東区,千早,３-１０－４０

８１３-８５１３ 九州電力 (株) 福岡東営業所,福岡県,福岡市東区,名島,２-１９－１２

８１３-８５０１ 国家公務員等共済組合連合会 千早病院,福岡県,福岡市東区,千早,２-３０－１

８１３-８５１９ 商工組合中央金庫 福岡流通センター出張所,福岡県,福岡市東区,多の津,１-７－１

８１３-８５３３ 大長商事 (株),福岡県,福岡市東区,松島,３-３０－２３

８１３-８６２３ 日産ディーゼル福岡販売 (株),福岡県,福岡市東区,多の津,１-３９－４

８１３-８５２９ 福岡女子大学,福岡県,福岡市東区,香住ケ丘,１-１－１

８１３-８５７８ やまや直販 (株),福岡県,福岡市東区,松島,３-３１－１

８１３-８６２６ ユニーク (株),福岡県,福岡市東区,多の津,１-１０－５

８１０-８６３８ (株) 角川書店 九州支社,福岡県,福岡市博多区,中洲中島町,２番３号

８１０-８６０４ (株) 福岡玉屋,福岡県,福岡市博多区,中洲,３-７－３０

８１０-８６２９ (株) ふくや,福岡県,福岡市博多区,中洲,２-６－１０

８１０-８６６６ 損害保険ジャパン日本興亜 (株),福岡県,福岡市博多区,中洲中島町,２－８

８１０-８６２５ 雪印乳業 (株) 九州支社,福岡県,福岡市博多区,中洲中島町,２番８号

８１０-８７３１ 児島洋紙 (株),福岡県,福岡市博多区,中洲中島町,２－１

８１２-８５１１ 朝日新聞 福岡本部,福岡県,福岡市博多区,博多駅前,２-１－１

８１２-８６８３ 味の素 (株) 九州支社,福岡県,福岡市博多区,博多駅南,３-３－３１

８１２-８５２８ 伊藤忠エネクス (株),福岡県,福岡市博多区,綱場町,４－１福岡ＲＤビル３Ｆ

８１２-８６２４ 伊藤忠食品 (株) 九州支店,福岡県,福岡市博多区,上川端町,１３番１５号

８１２-８５６０ 岩谷産業 (株) 九州支社,福岡県,福岡市博多区,博多駅前,３-２５番２１号

８１２-８５３６ エスエス製薬 (株) 九州支店,福岡県,福岡市博多区,美野島,３-１－３５

８１２-８５４５ エヌ・ティ・ティ九州移動通信網 (株) 営業本部 ＰＨＳサービスセンター,

８１２-８５４５ 福岡県,福岡市博多区,博多駅東,２-１３－３４

８１２-８５２７ エフコープ生活協同組合,福岡県,福岡市博多区,博多駅前,２-２０－１

８１２-８５０２ ＭＰアグロ (株),福岡県,福岡市博多区,半道橋,２-２－５１

８１２-８５１３ 鹿島建設 (株) 九州支店,福岡県,福岡市博多区,博多駅前,３-１２－１０

８１２-８６６５ 鹿島道路 (株) 九州支店,福岡県,福岡市博多区,博多駅前,２００３/１２/１０

８１２-８６２９ (株) ゲームテック,福岡県,福岡市博多区,山王,１-１３番３号

８１２-８５５９ (株) 西部日刊スポーツ新聞社,福岡県,福岡市博多区,博多駅前,２-１－１

８１２-８５７０ (株) ＴＶＱ九州放送,福岡県,福岡市博多区,住吉,２-３番１号

８１２-８５５６ (株) 南陽,福岡県,福岡市博多区,博多駅前,３－１９－８

８１２-８６６９ (株) 味の素コミュニケーションズ 九州・中国グループ,

８１２-８６６９ 福岡県,福岡市博多区,博多駅南,３-３－３１

８１２-９５５２ (株) アトル,福岡県,福岡市博多区,半道橋,２-２番５１号

８１２-８５０４ (株) ヴァーナル,福岡県,福岡市博多区,博多駅前,４-６番１５号

８１２-８５５２ (株) オーニシ,福岡県,福岡市博多区,博多駅南,５-１５－３２

８１２-８６０２ (株) 大塚商会 福岡支店,福岡県,福岡市博多区,祇園町,２－１

８１２-９５０３ (株) 九州合食,福岡県,福岡市博多区,諸岡,１-１７－１２

８１２-９５０２ (株) 翔薬 板付分室,福岡県,福岡市博多区,板付,４-７－４３

８１２-８５２６ (株) 新栄商会,福岡県,福岡市博多区,博多駅前,３-１９－８

８１２-９５１１ (株) スズケン 福岡支店,福岡県,福岡市博多区,西月隈,１-１９０

８１２-８６１０ (株) セントラルファイナンス 福岡管理センター,福岡県,福岡市博多区,綱場町,８－２

３

８１２-８５２５ (株) 武富士 福岡支社管理室,福岡県,福岡市博多区,博多駅前,４-１４－１

８１２-８６３０ (株) 中陽,福岡県,福岡市博多区,上牟田,１-１－７

８１２-８６０６ (株) 東急コミュニティー 九州支店,福岡県,福岡市博多区,住吉,１-２－２５

８１２-８５５７ (株) ドイ,福岡県,福岡市博多区,博多駅南,２-１－１６

８１２-８５３０ (株) にしけい,福岡県,福岡市博多区,店屋町,５番１０号

８１２-９５５１ (株) 日伝 九州支店,福岡県,福岡市博多区,東那珂,１-１８－１１

８１２-８５１５ (株) 日産ファイナンシャルサービス,福岡県,福岡市博多区,博多駅前,２-２０

８１２-８６１５ (株) 博多座,福岡県,福岡市博多区,下川端町,２番１号

８１２-８５６２ (株) 間組 九州支店,福岡県,福岡市博多区,下呉服町,１番１号

８１２-８５６８ (株) フジタ 九州支店,福岡県,福岡市博多区,下川端町,１－１

８１２-８５３３ (株) 文榮出版社,福岡県,福岡市博多区,住吉,５-１番３号

８１２-８５８４ (株) ベストサービス,福岡県,福岡市博多区,千代,６-２－３３

８１２-８５８４ (株) ベスト電器,福岡県,福岡市博多区,千代,６-２－３３

８１２-８５１７ (株) ホリデー,福岡県,福岡市博多区,博多駅前,１-３番１１号

８１２-８５１６ (株) ホリデー 福岡支店,福岡県,福岡市博多区,博多駅前,１-３番１１号

８１２-８６１２ (株) マイカル九州,福岡県,福岡市博多区,綱場町,８－３１

８１２-８５０６ (株) 毎日メディアサービス,福岡県,福岡市博多区,榎田,２００１/７/１７

８１２-８６１１ (株) 松村組 九州支店,福岡県,福岡市博多区,綱場町,８－３１

８１２-８５７８ (株) 山善 九州営業本部,福岡県,福岡市博多区,東比恵,２－２０－１８

８１２-８５８４ (株) リペア・デポ,福岡県,福岡市博多区,千代,６-２－３３

８１２-８５７１ (株) 菱食 九州支社,福岡県,福岡市博多区,上牟田,１-１１番２８号

８１２-８５５３ (株) 菱熱,福岡県,福岡市博多区,博多駅南,１-８－１３

８１２-８６１３ (株) レイメイ藤井,福岡県,福岡市博多区,古門戸町,５－１５

８１２-８６４０ (株)祭原九州支社,福岡県,福岡市博多区,榎田,２-１－５５

８１２-８５２３ (株)ダイテック 九州センター,福岡県,福岡市博多区,博多駅前,３-５－７

８１２-８６４５ (株)ワイヨット 福岡店,福岡県,福岡市博多区,上牟田,１-８－７



８１２-８６３８ 九州カシオ販売 (株）,福岡県,福岡市博多区,東比恵,２-１６－２３

８１２-８５４６ 九州経済産業局,福岡県,福岡市博多区,博多駅東,２-１１－１

８１２-８５４１ 九州総合信用 (株),福岡県,福岡市博多区,博多駅東,１-１０－２６

８１２-９５０５ 九州電力 (株) 福岡南営業所,福岡県,福岡市博多区,東雲町,２-８－１

８１２-８６４８ 九州松下アイティーモバイル (株),福岡県,福岡市博多区,博多駅南,１-２番２号

８１２-８６４２ 九州松下システム (株),福岡県,福岡市博多区,榎田,２-２－３６

８１２-８６１７ 九州松下ライフエレクトロニクス (株),福岡県,福岡市博多区,冷泉町,４－１７

８１２-８５６６ 九州旅客鉄道 (株),福岡県,福岡市博多区,博多駅中央街,１－１

８１２-８５５４ ＫＤＤＩ (株)ａｕ九州支社,福岡県,福岡市博多区,博多駅東,３-６－３

８１２-８５０３ ＫＤＤＩ (株) ａｕ九州支店,福岡県,福岡市博多区,博多駅前,１-２－５

８１２-８６４４ コープ九州 クリム編集部,福岡県,福岡市博多区,下川端町,２番１号

８１２-８５６９ 国土交通省 九州地方整備局 建政部 建設産業課,

８１２-８５６９ 福岡県,福岡市博多区,博多駅東,２-１０番７号

８１２-８６１８ 国分 (株) 九州支社,福岡県,福岡市博多区,古門戸町,１０－６

８１２-８６１４ 五洋建設 (株) 九州支店,福岡県,福岡市博多区,博多駅東,２-７番２７号

８１２-８６０１ サッポロビール (株) 九州本部,福岡県,福岡市博多区,祇園町,７－２０

８１２-８５６４ 佐藤工業 (株) 九州支店,福岡県,福岡市博多区,冷泉町,４－１７

８１２-８６１６ 三洋信販 (株),福岡県,福岡市博多区,上呉服町,１０－１０

８１２-８６３４ 三洋信販 (株),福岡県,福岡市博多区,上呉服町,１０－１０

８１２-８６２１ 三洋信販 (株),福岡県,福岡市博多区,上呉服町,１０－１０

８１２-８５５０ (財) 社会保険健康事業財団 福岡県支部,福岡県,福岡市博多区,博多駅南,１-２－１５

８１２-８５６３ 資生堂ジャパン (株) 福岡オフィス,福岡県,福岡市博多区,博多駅前,１－１３－１

８１２-８５５１ 社団法人 福岡県医師会,福岡県,福岡市博多区,博多駅南,２-９－３０

８１２-８５２２ 新日鐵住金 (株) 九州支店,福岡県,福岡市博多区,店屋町,５－１８博多ＮＳビル３階

８１２-８６２８ ジー・イー・キャピタル・エジソン生命保険 (株) 福岡支社,

８１２-８６２８ 福岡県,福岡市博多区,奈良屋町,２－１

８１２-９５４０ 精華女子短期大学,福岡県,福岡市博多区,南八幡町,２-１２－１

８１２-８５６１ 生活協同組合連合会 グリーンコープ連合,

８１２-８５６１ 福岡県,福岡市博多区,博多駅前,１-５番１号

８１２-８６３７ 西部ガス情報システム (株),福岡県,福岡市博多区,千代,１-１５－２７

８１２-８５４４ 西部ガスリビング (株）,福岡県,福岡市博多区,千代,１-１７－１－４Ｆ

８１２-８５６５ 西部電気工業 (株) 福岡本社,福岡県,福岡市博多区,博多駅東,３-７番１号

８１２-８６０９ 西部日本信販 (株),福岡県,福岡市博多区,下川端町,９－３

８１２-８６７０ 全国健康保険協会 福岡支部,福岡県,福岡市博多区,上呉服町,１０－１

８１２-８６３３ 総合病院 千鳥橋病院,福岡県,福岡市博多区,千代,５-１８－１

８１２-８５７２ ソフトバンクテレコム (株) レターコンタクトセンター,

８１２-８５７２ 福岡県,福岡市博多区,博多駅前,１-１７

８１２-８６６８ 損害保険ジャパン日本興亜 (株),福岡県,福岡市博多区,博多駅前,２-５－１７

８１２-８５１８ 大成建設 (株) 九州支店,福岡県,福岡市博多区,住吉,４-１番２７号

８１２-８６０３ 武田薬品工業 (株) 福岡事務所,福岡県,福岡市博多区,下川端町,９－１２

８１２-８５０７ 中華航空公司 福岡辨事處,福岡県,福岡市博多区,博多駅前,２-２０－１

８１２-９５８９ ＤＩＣグラフィックス (株) 九州支店,福岡県,福岡市博多区,東那珂,１-１５－４８

８１２-８６０８ 東急建設 (株) 九州支店,福岡県,福岡市博多区,祇園町,２－１

８１２-８６８４ 東京海上事務アウトソーシング (株） 福岡センター,

８１２-８６８４ 福岡県,福岡市博多区,御供所町,３番２１号

８１２-８７０５ 東京海上日動火災保険 (株) 九州業務支援部,福岡県,福岡市博多区,綱場町,３－３

８１２-９５２０ トヨタ部品福岡共販 (株),福岡県,福岡市博多区,井相田,２-７－３５

８１２-８７３５ 独立行政法人 住宅金融支援機構 九州支店,

８１２-８７３５ 福岡県,福岡市博多区,博多駅前,３－２５－２１

８１２-８６２２ 独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 九州新幹線建設局,

８１２-８６２２ 福岡県,福岡市博多区,祇園町,２－１

８１２-８５３９ ニシム電子工業 (株),福岡県,福岡市博多区,美野島,一-２番１号

８１２-８５２０ 日商岩井 (株) 九州支社,福岡県,福岡市博多区,博多駅前,３-２－１

８１２-８５２９ 日本製粉 (株) 福岡営業部・福岡食品営業部,福岡県,

８１２-８５２９ 福岡市博多区,博多駅前,４-１－１

８１２-８５３８ 日本タングステン(株) 本社,福岡県,福岡市博多区,美野島,１-２－８

８１２-８５３４ 日本年金機構 九州ブロック本部,福岡県,福岡市博多区,博多駅前,１－５－１

８１２-８５４０ 日本年金機構 博多年金事務所,福岡県,福岡市博多区,博多駅東,３－１５－２３

８１２-８５７９ 日本年金機構 福岡広域事務センター,福岡県,福岡市博多区,榎田,１-２番５５号

８１２-８５３５ ニビシ醤油 (株),福岡県,福岡市博多区,住吉,３-８－２０

８１２-８６７５ 日本生命保険 相互会社 福岡法人サービス課,

８１２-８６７５ 福岡県,福岡市博多区,博多駅前,４-１－１

８１２-８６２６ 日本電気 (株) 九州支社,福岡県,福岡市博多区,御供所町,１－１

８１２-８５１４ 博多区保険福祉センター,福岡県,福岡市博多区,博多駅前,２-１９－２４

８１２-８５３１ パナソニックシステムネットワークス (株),福岡県,福岡市博多区,美野島,４-１－６２

８１２-８６０５ 日立キャピタル (株),福岡県,福岡市博多区,店屋町,１－３５

８１２-８５５８ 日野出 (株),福岡県,福岡市博多区,博多駅南,６-１２－３０

８１２-８６３６ 日之出水道機器 (株),福岡県,福岡市博多区,堅粕,５-８－１８

８１２-８６２５ ヒノマル (株) 福岡支店,福岡県,福岡市博多区,大博町,１－２

８１２-８６４３ ピップフジモト (株) 福岡支店,福岡県,福岡市博多区,榎田,１-４－７２



８１２-８５３２ 福岡県 社会保険診療報酬支払基金,福岡県,福岡市博多区,美野島,１-１－８

８１２-８５５５ 福岡県 信用保証協会,福岡県,福岡市博多区,博多駅南,２-２－１

８１２-８５２１ 福岡県国民健康保険団体連合会,福岡県,福岡市博多区,吉塚本町,１３－４７

８１２-８５４２ 福岡県博多県税事務所,福岡県,福岡市博多区,博多駅東,１-１７番１号

８１２-８５４７ 福岡国税局,福岡県,福岡市博多区,博多駅東,２-１１－１

８１２-８６３５ 福岡コンピューターサービス (株),福岡県,福岡市博多区,千代,３-５－３０

８１２-８５１２ 福岡市 博多区役所,福岡県,福岡市博多区,博多駅前,２-９－３

８１２-８６２０ 福岡市港湾空港局,福岡県,福岡市博多区,沖浜町,１２番１号

８１２-８５０５ 福岡商工会議所,福岡県,福岡市博多区,博多駅前,２-９－２８

８１２-８６３１ 福岡日産自動車 (株),福岡県,福岡市博多区,東比恵,２-１４番３３号

８１２-８６３２ 福岡日産自動車 (株),福岡県,福岡市博多区,千代,１-２１－３７

８１２-８６３９ 福博綜合印刷 (株),福岡県,福岡市博多区,堅粕,３-１６－３６

８１２-９５８８ 不二精機 (株),福岡県,福岡市博多区,西月隈,３-２－３５

８１２-８５１０ 富士通 (株),福岡県,福岡市博多区,東比恵,３-１－２

８１２-８５０１ ブリヂストンタイヤ九州販売 (株),福岡県,福岡市博多区,上牟田,１-１－２３

８１２-８６４６ 三菱重工九州販売 (株),福岡県,福岡市博多区,榎田,１-３－６２

８１２-８６０７ 三菱ＵＦＪニコス (株),福岡県,福岡市博多区,下川端町,９－３

８１２-８５０９ 森永乳業九州 (株),福岡県,福岡市博多区,竹下,２－３－９－３Ｆ

８１２-８５４８ ヤマエ久野 (株),福岡県,福岡市博多区,博多駅東,２-１３－３４

８１２-８５０８ ヤマハ (株) 九州支店,福岡県,福岡市博多区,博多駅前,２-１１－４

８１２-８６４１ ヤマハ九州 (株),福岡県,福岡市博多区,上牟田,１-１１－１

８１２-８５３７ ユアサ商事 (株) 九州支社,福岡県,福岡市博多区,住吉,５-５－１

８１２-８５２４ 楽天ＫＣ (株),福岡県,福岡市博多区,博多駅前,３-４－２

８１２-８５７３ 九州管区警察局,福岡県,福岡市博多区,東公園,７－７

８１２-８５７５ 福岡県教育庁,福岡県,福岡市博多区,東公園,７－７

８１２-８５７４ 福岡県議会事務局,福岡県,福岡市博多区,東公園,７－７

８１２-８５７６ 福岡県警察本部,福岡県,福岡市博多区,東公園,７－７

８１２-８５７７ 福岡県庁,福岡県,福岡市博多区,東公園,７－７

８１２-８５８０ (株) プレナス,福岡県,福岡市博多区,上牟田,１-１９－２１

８１２-８６７７ 伊藤忠商事 (株) 九州支社,福岡県,福岡市博多区,博多駅前,３-２－１

８１２-８７１８ (株) 渡辺藤吉本店,福岡県,福岡市博多区,店屋町,７－１８

８１２-８６８１ (株) 翔薬,福岡県,福岡市博多区,山王,二-３番５号

８１２-８７１７ (株) 新出光,福岡県,福岡市博多区,上呉服町,１－１０

８１２-８６７８ (株) 博多井筒屋,福岡県,福岡市博多区,博多駅中央街,１－１

８１２-８６８７ (株) 福岡シティ銀行,福岡県,福岡市博多区,博多駅前,３-１－１

８１２-８６８６ (株) ベネッセコーポレーション 九州支社,福岡県,福岡市博多区,御供所町,１－１

８１２-８７０９ 九宏薬品 (株),福岡県,福岡市博多区,奈良屋町,４－２５

８１２-８６８９ (株) 日本政策金融公庫 福岡支店 国民生活事業,

８１２-８６８９ 福岡県,福岡市博多区,博多駅前,３-２６番２９号

８１２-８７０７ 西部ガス (株),福岡県,福岡市博多区,千代,１-１７－１

８１２-８６７６ 住友海上火災保険(株)九州支店・福岡支店,

８１２-８６７６ 福岡県,福岡市博多区,博多駅前,４-２－１

８１２-８６６２ 住友商事 (株) 九州支社,福岡県,福岡市博多区,博多駅前,３-３０－２３

８１２-８６６６ 日本経済新聞社,福岡県,福岡市博多区,博多駅東,２-１６－１

８１２-８６８０ 福岡県共済生活協同組合,福岡県,福岡市博多区,綱場町,４番５号

８１２-８６６０ 富士ゼロックス (株) 西日本営業事業部,

８１２-８６６０ 福岡県,福岡市博多区,博多駅前,１-６－１６

８１２-８７０８ 三井信託銀行 (株) 福岡支店,福岡県,福岡市博多区,上呉服町,１０－１

８１２-８６７２ リックス (株),福岡県,福岡市博多区,山王,１-１５－１５

８１０-８５５６ アーサーヒューマネット (株),福岡県,福岡市中央区,地行,１-４－６

８１０-８７１８ アサヒビール (株),福岡県,福岡市中央区,天神,１-１－１

８１０-８５３７ 麻生商事 (株),福岡県,福岡市中央区,天神,１-１１－１７

８１０-８５１４ 出光カーリース 事務センター,福岡県,福岡市中央区,那の川,２-９－２２

８１０-８６３７ ＡＩＧ損害保険 (株) 九州・沖縄地域事業本部,福岡県

８１０-８６３７ 福岡市中央区,大名,２-４－３５

８１０-８５７８ オー・ジー (株) 九州支店,福岡県,福岡市中央区,大名,２-４－３０

８１０-８５６７ カネツ商事 (株) 福岡支店,福岡県,福岡市中央区,天神,１-１３－２１－８Ｆ

８１０-８５２４ (株) 西新広福岡,福岡県,福岡市中央区,天神,１-４－１

８１０-８５２０ (株) フタタ,福岡県,福岡市中央区,天神,３-１番１号

８１０-８６８０ (株) 岩田屋三越 岩田屋本店,福岡県,福岡市中央区,天神,２-５番３５号

８１０-８５４４ (株) 岩田屋三越 福岡三越,福岡県,福岡市中央区,天神,２-１－１

８１０-８５６８ (株) ウィルコム 九州支店,福岡県,福岡市中央区,天神,１-６－８

８１０-８５２８ (株) エフエム九州,福岡県,福岡市中央区,天神,２-６－１

８１０-８５７５ (株) エフエム福岡,福岡県,福岡市中央区,清川,１-９－１９

８１０-８６６７ (株) 河村家具,福岡県,福岡市中央区,天神,３-２－２２

８１０-８６３３ (株) キシヤ,福岡県,福岡市中央区,平尾,１-１３－３５

８１０-８６６４ (株) キョードー西日本,福岡県,福岡市中央区,天神,２-８－４１

８１０-８５０８ (株) ぎょうせい九州支社,福岡県,福岡市中央区,春吉,３-２４－１２

８１０-８５１７ (株) ゲームテック,福岡県,福岡市中央区,白金,１-８番２８号

８１０-８５０１ (株) サニー,福岡県,福岡市中央区,平尾,２-２０－３５



８１０-８６６５ (株) システムソフト,福岡県,福岡市中央区,天神,一-１２番１号

８１０-８５２５ (株) シティ情報ふくおか,福岡県,福岡市中央区,天神,３-１５－２４

８１０-８６２７ (株) ジェーシービー 九州支社,福岡県,福岡市中央区,天神,１-６－８

８１０-８５６１ (株) ＪＴＢ九州,福岡県,福岡市中央区,長浜,１－１－３５

８１０-８５２３ (株) ジョー・コーポレーション高木,福岡県,福岡市中央区,那の川,２-９－２２

８１０-８６４２ (株) 情報センター福岡,福岡県,福岡市中央区,舞鶴,２-２－３

８１０-８５４５ (株) ダイレクトマーケティングシステム,福岡県,福岡市中央区,薬院,３-１１－１

８１０-８５５５ (株) 東芝 九州支社,福岡県,福岡市中央区,長浜,２-４－１

８１０-８６４８ (株) トクスイコーポレーション,福岡県,福岡市中央区,港,２-２－２１

８１０-８５８７ (株) 西鉄グランドホテル,福岡県,福岡市中央区,大名,２-６－６０

８１０-８５５８ (株) 西日本新聞広告社,福岡県,福岡市中央区,天神,１－４－１－１５Ｆ

８１０-８７２１ (株) 西日本新聞社,福岡県,福岡市中央区,天神,１-４－１

８１０-８５８５ (株) 西日本リビング新聞社,福岡県,福岡市中央区,渡辺通,５-２３－８

８１０-８５８４ (株) 博多東急イン,福岡県,福岡市中央区,天神,１-１６－１

８１０-８５８９ (株) 阪急交通社 福岡支店,福岡県,福岡市中央区,渡辺通,２-１番８２号

８１０-８５２２ (株) 日立ビルシステム 九州支社,福岡県,福岡市中央区,天神,２-１３番７号

８１０-８６７７ (株) 福岡魚市場,福岡県,福岡市中央区,長浜,３-１１－３－３０１

８１０-８６５５ (株) 福岡放送,福岡県,福岡市中央区,清川,２-２２－８

８１０-８６５６ (株) 福岡放送,福岡県,福岡市中央区,清川,２-２２－８

８１０-８６６２ (株) ホークスタウン ホークスタウンモール,福岡県,福岡市中央区,地行浜,２-２－１

８１０-８５４３ (株) 丸美,福岡県,福岡市中央区,大名,２-４－５丸美ビル２Ｆ

８１０-８７０１ (株) みずほ銀行 福岡支店,福岡県,福岡市中央区,天神,１-１３－６

８１０-８６３４ (株) 三好不動産,福岡県,福岡市中央区,黒門,８－２

８１０-８５０３ (株) ヤマウ,福岡県,福岡市中央区,大名,１-１２－５６

８１０-８５０７ (株) ユキワ 九州統括支社,福岡県,福岡市中央区,那の津,４-４－２２

８１０-８６６９ (株) ユニカ,福岡県,福岡市中央区,大名,１-２－２３

８１０-８７１６ (株) ユニック,福岡県,福岡市中央区,警固,１-１５－３８

８１０-８５５７ (株) リクルート 九州支社,福岡県,福岡市中央区,舞鶴,１-１－３

８１０-８５１２ (株) 上組福岡支店,福岡県,福岡市中央区,那の津,３-２－１０

８１０-８５６５ (株)九州国際エフエム（ＬＯＶＥ ＦＭ７６．１）,福岡県,福岡市中央区,天神,２-５－

３５

８１０-８６３１ (株)東食 福岡支店,福岡県,福岡市中央区,天神,１-１４－１６

８１０-８６１９ 学校法人 河合塾 福岡校,福岡県,福岡市中央区,渡辺通,４-２－１１

８１０-８５８８ キューサイ (株),福岡県,福岡市中央区,薬院,２００１/１/１

８１０-８６０６ キューサイ (株),福岡県,福岡市中央区,草香江,１-７－１６

８１０-８５６０ 九州大学 六本松地区部局（大学教育研究センター）,

８１０-８５６０ 福岡県,福岡市中央区,六本松,４-２－１

８１０-８５６０ 九州大学 六本松地区部局（大学院比較社会文化研究科）,

８１０-８５６０ 福岡県,福岡市中央区,六本松,４-２－１

８１０-８５６０ 九州大学 六本松地区部局（言語文化部）,福岡県,福岡市中央区,六本松,４-２－１

８１０-８６１７ 九州通信ネットワーク (株),福岡県,福岡市中央区,天神,１-１２－２０－８Ｆ

８１０-８７０５ 九州電力送配電 (株) 本店,福岡県,福岡市中央区,渡辺通,二-１番８２号

８１０-８６３６ 九州三菱自動車販売 (株),福岡県,福岡市中央区,薬院,３-２－２３

８１０-８５０９ 九州労働金庫,福岡県,福岡市中央区,大手門,３-３－３

８１０-８５３２ キリンビール (株) 九州支社,福岡県,福岡市中央区,天神,２-１４－８

８１０-８６０１ 月刊うるとらマンボウ (株) アートライン,福岡県,福岡市中央区,天神,４-９－１５

８１０-８５６３ 国立病院機構 九州医療センター,福岡県,福岡市中央区,地行浜,１-８－１

８１０-８５３３ コスモ石油 (株) 福岡支店,福岡県,福岡市中央区,天神,２-１４－１３

８１０-８５３９ 国家公務員共済組合連合会 浜の町病院,福岡県,福岡市中央区,長浜,３-３－１

８１０-８６７０ 資生堂化粧品販売 (株) 福岡支社,福岡県,福岡市中央区,大手門,３-５－３

８１０-８６０７ 清水建設 (株) 九州支店,福岡県,福岡市中央区,渡辺通,３-６－１１

８１０-８６８５ 新日本石油 (株) 九州支店,福岡県,福岡市中央区,天神,１-１１－１７

８１０-８６６３ 新日本法規出版 (株) 福岡支社,福岡県,福岡市中央区,大手門,３-３－１３

８１０-８７３４ 親和銀行 福岡営業部,福岡県,福岡市中央区,西中洲,６－２７

８１０-８５１８ 住友林業(株) 営業本部九州支店,福岡県,福岡市中央区,天神,１-１－１

８１０-８６１１ 全労済福岡県本部,福岡県,福岡市中央区,舞鶴,１-１－７

８１０-８５０４ 総合メディカル (株),福岡県,福岡市中央区,天神,３-９－３３

８１０-８５１１ 大成建設 (株) 九州支店,福岡県,福岡市中央区,大手門,１-１－７

８１０-８５５３ 大同生命保険 相互会社 福岡支社,福岡県,福岡市中央区,西中洲,１２－３３

８１０-８５８３ 都久志会館,福岡県,福岡市中央区,天神,４-８－１０

８１０-８５１６ 天神エフエム (株),福岡県,福岡市中央区,今泉,１-１２－３３

８１０-８５１９ 東武トップツアーズ (株) 福岡支店 九州国内旅行センター,

８１０-８５１９ 福岡県,福岡市中央区,天神,３-１１番１号

８１０-８５０２ 戸田建設 (株) 九州支店,福岡県,福岡市中央区,天神,二-１３番７号

８１０-８６０３ トヨタカローラ福岡 (株),福岡県,福岡市中央区,長浜,２-１－５

８１０-８６１０ 独立行政法人 都市再生機構 九州支社,福岡県,福岡市中央区,長浜,２-２－４

８１０-８５７０ 西日本鉄道 (株),福岡県,福岡市中央区,天神,１-１１－１７

８１０-８５４０ 西日本プラント工業 (株),福岡県,福岡市中央区,高砂,１-１０－１

８１０-８５３５ 西日本電信電話 (株) 福岡支店,福岡県,福岡市中央区,天神,２-４番３８号

８１０-８５３１ 日本総合信用 (株) 福岡支店,福岡県,福岡市中央区,天神,１-６－８



８１０-８６５０ ヒルトン福岡シーホーク,福岡県,福岡市中央区,地行浜,２００２/２/３

８１０-８６５２ 福岡家庭裁判所,福岡県,福岡市中央区,六本松,４-２番４号

８１０-８６５４ 福岡簡易裁判所,福岡県,福岡市中央区,六本松,４-２番４号

８１０-８５１５ 福岡県 西福岡県税事務所,福岡県,福岡市中央区,赤坂,１-８－８

８１０-８５３８ 福岡県住宅供給公社,福岡県,福岡市中央区,天神,５-３－１

８１０-８６０８ 福岡高等裁判所,福岡県,福岡市中央区,六本松,４-２番４号

８１０-８６２２ 福岡市 中央区役所,福岡県,福岡市中央区,大名,２-５－３１

８１０-８６２１ 福岡市教育委員会,福岡県,福岡市中央区,天神,１-８－１

８１０-８５２１ 福岡市消防局,福岡県,福岡市中央区,舞鶴,３-９－７

８１０-８６２０ 福岡市役所,福岡県,福岡市中央区,天神,１-８－１

８１０-８６５１ 福岡地方検察庁,福岡県,福岡市中央区,六本松,４-２番３号

８１０-８６５３ 福岡地方裁判所,福岡県,福岡市中央区,六本松,４-２番４号

８１０-８６０９ 福岡中央公共職業安定所,福岡県,福岡市中央区,赤坂,１-６－１９

８１０-８６０５ 福岡中央労働基準監督署,福岡県,福岡市中央区,長浜,２-１－１

８１２-８７９４ 福岡貯金事務センター,福岡県,福岡市中央区,大名,２-５－１

８１０-８７９８ 福岡逓信病院,福岡県,福岡市中央区,薬院,２-６－１１

８１０-８７２２ 福岡トヨタ自動車 (株),福岡県,福岡市中央区,渡辺通,４-８－２８

８１０-８６６０ 福岡ＰａｙＰａｙドーム,福岡県,福岡市中央区,地行浜,２００２/２/２

８１０-８５１３ 福岡法務局,福岡県,福岡市中央区,舞鶴,２００３/５/２５

８１０-８５４１ 福岡郵便貯金会館,福岡県,福岡市中央区,薬院,４-１４－５２

８１０-８５６６ 富士産業 (株) 福岡支店,福岡県,福岡市中央区,天神,４-２－２０

８１０-８６３９ ＭＡＲＫ ＩＳ 福岡ももち,福岡県,福岡市中央区,地行浜,二-２番１号

８１０-８５５１ 毎日新聞社 福岡総局,福岡県,福岡市中央区,天神,１-１６－１

８１０-８５０６ 松尾建設 (株) 福岡支店,福岡県,福岡市中央区,薬院,３-４－９

８１０-８５３０ 松下電工 (株) 九州地区担当部,福岡県,福岡市中央区,薬院,３-１－２４

８１０-８６８３ 三井住友海上火災保険 (株),福岡県,福岡市中央区,赤坂,１-１６－１４

８１０-８５２７ 三井松島産業 (株),福岡県,福岡市中央区,大手門,１-１－１２

８１０-８７２５ ＵＦＪ信託銀行 (株) 福岡支店,福岡県,福岡市中央区,天神,１-１４－１

８１０-８５４６ 有限会社 サウンドトラック,福岡県,福岡市中央区,渡辺通,２-３－４６１Ｆ

８１０-８５８１ 読売新聞 西部本社,福岡県,福岡市中央区,赤坂,１-１６－５

８１０-８５７１ 九州朝日放送 (株),福岡県,福岡市中央区,長浜,１-１－１

８１０-８５７７ 日本放送協会 福岡放送局,福岡県,福岡市中央区,六本松,１-１－１０

８１０-８６７５ (株) 電通九州,福岡県,福岡市中央区,赤坂,１-１６－１０

８１０-８７１７ (株) 博多大丸,福岡県,福岡市中央区,天神,１-４－１

８１０-８７２７ (株) 福岡銀行,福岡県,福岡市中央区,天神,２-１３－１

８１０-８６７６ (株) 福岡中央銀行,福岡県,福岡市中央区,大名,２-１２－１

８１０-８７２０ 九州電力 (株),福岡県,福岡市中央区,渡辺通,２-１－８２

８１０-８７０７ 日本生命保険 相互会社 福岡総支社,福岡県,福岡市中央区,天神,１-１４－１

８１０-８６７３ 福岡酒類販売 (株),福岡県,福岡市中央区,渡辺通,４-９－１８

８１０-８６８９ 福岡税務署,福岡県,福岡市中央区,天神,４-８－２８

８１０-８６８８ 丸紅 (株) 九州支社,福岡県,福岡市中央区,天神,２-８－４９

８１０-８７１０ 三菱信託銀行 (株) 福岡支店,福岡県,福岡市中央区,天神,１-１１－１７

８１０-８６８６ 三菱電機 (株) 九州支社,福岡県,福岡市中央区,天神,２-１２－１

８１２-８７９２ 福岡サービスセンター,福岡県,福岡市中央区,大濠公園,１－１

８１１-１３９５ 国立病院九州がんセンター,福岡県,福岡市南区,野多目,３-１－１

８１１-１３９３ 照栄建設 (株),福岡県,福岡市南区,向新町,２-５－１６

８１１-１３９６ 自動車安全運転センター 福岡県事務所,福岡県,福岡市南区,花畑,４-７－１

８１１-１３９４ 独立行政法人 国立病院機構 福岡病院,福岡県,福岡市南区,屋形原,４-３９－１

８１１-１３９２ 福岡自動車試験場,福岡県,福岡市南区,花畑,４-７－１

８１５-８６６６ 出光クレジット (株) 福岡分室,福岡県,福岡市南区,高宮,１-１－２０

８１５-８５３３ (株) ＦＣＣテクノ,福岡県,福岡市南区,高宮,１-１－２０

８１５-８６０１ (株) 九州自然館,福岡県,福岡市南区,那の川,１-６番１４号

８１５-８６８６ (株) やずや,福岡県,福岡市南区,那の川,１－６－１４

８１５-８５４０ 九州大学 芸術工学部,福岡県,福岡市南区,塩原,４-９－１

８１５-８５２０ 九州電力 (株) 総合研究所,福岡県,福岡市南区,塩原,２-１番４７号

８１５-８５８８ 公立学校共済組合 九州中央病院,福岡県,福岡市南区,塩原,３-２３－１

８１５-８５１１ 第一薬科大学,福岡県,福岡市南区,玉川町,１－２２

８１５-８５０３ 日本赤十字社 福岡県支部,福岡県,福岡市南区,大楠,３-１－１

８１５-８５４６ パナホーム (株) 福岡支社,福岡県,福岡市南区,向野,１-１３－１４

８１５-８５０１ 福岡市 南区役所,福岡県,福岡市南区,塩原,３-２５－１

８１５-８５５５ 福岡赤十字病院,福岡県,福岡市南区,大楠,３-１－１

８１５-８５２９ 八洲産業 (株),福岡県,福岡市南区,大楠,２-９－１４

８１５-８５５０ (株) 山口油屋福太郎,福岡県,福岡市南区,五十川,１-１番１号

８１９-８５５５ 医療法人 西福岡病院,福岡県,福岡市西区,生の松原,３-１８－８

８１９-８５１１ 医療法人 白十字会 白十字病院,福岡県,福岡市西区,石丸,３-２－１

８１９-８５５１ 医療法人 博仁会 福岡リハビリテーション病院,福岡県,福岡市西区,野方,７-７７０

８１９-８５３３ 医療法人 南川整形外科病院,福岡県,福岡市西区,姪の浜,４-１４－１７

８１９-８５８５ 医療法人財団 華林会 村上華林堂病院,福岡県,福岡市西区,戸切,２-１４－４５

８１９-８５０４ 九州電力 (株) 福岡西営業所,福岡県,福岡市西区,姪浜駅南,１-９－２０

８１９-８５５８ 西南自動車工業 (株),福岡県,福岡市西区,福重,３-１－１１



８１９-８５０２ 日本年金機構 西福岡年金事務所,福岡県,福岡市西区,内浜,１-３－７

８１９-８５０１ 福岡市 西区役所,福岡県,福岡市西区,内浜,１-４－１

８１９-８５５２ 福岡西公共職業安定所,福岡県,福岡市西区,姪浜駅南,３-８－１０

８１９-８５５０ リハモール福岡 社会福祉法人 大乗会,福岡県,福岡市西区,野方,７-７８０-

８１９-０１９３ (株) マルタイ,福岡県,福岡市西区,今宿青木,１０４２-１

８１９-０１９２ 三菱電機 (株) 福岡事業所,福岡県,福岡市西区,今宿東,１-１－１

８１９-０３９５ 国立大学法人 九州大学,福岡県,福岡市西区,大字元岡,７４４-

８１４-０１９８ 中村学園,福岡県,福岡市城南区,別府,５-７－１

８１４-０１９２ 福岡市 城南区役所,福岡県,福岡市城南区,鳥飼,６-１－１

８１４-０１８０ 福岡大学,福岡県,福岡市城南区,七隈,８-１９－１

８１４-８５８５ ＲＫＢ毎日放送 (株),福岡県,福岡市早良区,百道浜,２-３番８号

８１４-８５２５ 医療法人 大成会福岡記念病院,福岡県,福岡市早良区,西新,１-１－３５

８１４-８５６７ ＮＥＣソリューションイノベータ (株) 九州支社,

８１４-８５６７ 福岡県,福岡市早良区,百道浜,２-４番１号

８１４-８５６５ (株) ＴＮＣ企画,福岡県,福岡市早良区,百道浜,２-３番２号

８１４-８５８５ (株) ＲＫＢ毎日ホールディングス,福岡県,福岡市早良区,百道浜,２-３番８号

８１４-８５５４ (株) シティアスコム,福岡県,福岡市早良区,百道浜,２-２－２２

８１４-８５５３ (株) シティビジネスサービス,福岡県,福岡市早良区,百道浜,２-２－２２

８１４-８５５６ (株) ＴＮＣ放送会館,福岡県,福岡市早良区,百道浜,２-３－２

８１４-８５７７ (株) 日立製作所 九州支社,福岡県,福岡市早良区,百道浜,２-１－１

８１４-８６５１ (株) 福岡銀行,福岡県,福岡市早良区,百道浜,１-７－７

８１４-８５８９ (株) 富士通九州システムズ,福岡県,福岡市早良区,百道浜,２-２番１号

８１４-８５１１ 学校法人 西南学院,福岡県,福岡市早良区,西新,６-２－９２

８１４-８７９８ 九州郵政研修センター,福岡県,福岡市早良区,百道,２-５－１

８１４-８５０５ 社団法人 日本自動車連盟 九州本部,福岡県,福岡市早良区,室見,５-１２－２７

８１４-８５１２ 西南学院中学校・高等学校,福岡県,福岡市早良区,百道浜,１-１番１号

８１４-８６０２ 西福岡税務署,福岡県,福岡市早良区,百道,１-５－２２

８１４-８５２０ 福岡県立 福岡工業高等学校,福岡県,福岡市早良区,荒江,２-１９－１

８１４-８５１０ 福岡県立 修猷館高等学校,福岡県,福岡市早良区,西新,６-１－１０

８１４-８５０３ 福岡拘置所,福岡県,福岡市早良区,百道,２-１６－１０

８１４-８５０１ 福岡市 早良区役所,福岡県,福岡市早良区,百道,２-１－１

８１４-８５２２ 福岡大学西新病院,福岡県,福岡市早良区,祖原,７－１５

８１４-８５８８ 富士通 九州Ｒ＆Ｄセンター,福岡県,福岡市早良区,百道浜,２-２－１

８１４-８５５０ ボーダフォン (株),福岡県,福岡市早良区,百道浜,２-３－２－１６Ｆ

８１４-０１９３ 福岡歯科学園,福岡県,福岡市早良区,田村,２-１５－１

８１４-８５５５ (株) テレビ西日本,福岡県,福岡市早良区,百道浜,２-３－２

８３６-８５８５ 有明工業高等専門学校,福岡県,大牟田市,東萩尾町,１５０

８３６-８６６６ 大牟田市役所,福岡県,大牟田市,有明町,２-３

８３６-８６８６ 大牟田税務署,福岡県,大牟田市,不知火町,１-３－１６

８３６-８５３３ 大牟田柳川信用金庫,福岡県,大牟田市,有明町,２００２/２/１７

８３６-８５０２ 大牟田労働基準監督署,福岡県,大牟田市,小浜町,２４－１３

８３６-８５１２ (株) 有明新報社,福岡県,大牟田市,有明町,１-１－１７

８３６-８５８８ (株) 三井三池製作所 九州事業所,福岡県,大牟田市,新港町,６-１５

８３６-８５６６ 社会保険 大牟田天領病院,福岡県,大牟田市,天領町,１-１００

８３６-８５６７ 地方独立行政法人 大牟田市立病院,福岡県,大牟田市,宝坂町,２-１９－１

８３６-８５０５ 帝京大学 福岡キャンパス,福岡県,大牟田市,岬町,６-２２

８３６-８５１０ 電気化学工業 (株) 大牟田工場,福岡県,大牟田市,新開町,１

８３６-８５７７ 福岡県立三池工業高等学校,福岡県,大牟田市,上官町,４-７７

８３６-８５３１ 三池港物流 (株),福岡県,大牟田市,新港町,１-

８３６-８６１０ 三井化学(株)大牟田工場,福岡県,大牟田市,浅牟田町,３０

８３７-８５０１ 親仁会 米の山病院,福岡県,大牟田市,歴木,４-１０

８３０-８６２９ アサヒシューズ (株),福岡県,久留米市,洗町,１

８３０-８５２２ 医療法人 天神会 古賀クリニック,福岡県,久留米市,天神町,１０６－１

８３０-８５７７ 医療法人 天神会 新古賀病院,福岡県,久留米市,天神町,１２０-

８３０-８５４３ 医療法人 雪ノ聖母会 聖マリア病院,福岡県,久留米市,津福本町,４２２

８３０-８５８５ ＮＴＴマーケティングアクト九州 久留米支店,福岡県,久留米市,日吉町,２３－３

８３０-８６２２ (株) ムーンスター,福岡県,久留米市,白山町,６０

８３０-８６０３ (株) りそな銀行 久留米支店,福岡県,久留米市,日吉町,２５-の１

８３０-８５１０ (株) 岩田屋三越 久留米店,福岡県,久留米市,天神町,１－１

８３０-８５１５ (株) ケンコントロールズ,福岡県,久留米市,荒木町下荒木,８７６－１

８３０-８５４１ (株) 野田清商店,福岡県,久留米市,上津町,２２０３－１７３

８３０-６５８７ (株) 原武商店,福岡県,久留米市,荒木町荒木,

８３０-８５５８ 学校法人聖マリア学院,福岡県,久留米市,津福本町,４２２

８３０-８５７０ 九州地方整備局 九州技術事務所,福岡県,久留米市,高野,１-３－１

８３０-８５０５ 久留米公共職業安定所,福岡県,久留米市,諏訪野町,２４０１

８３０-８５０１ 久留米社会保険事務所,福岡県,久留米市,諏訪野町,２４０１

８３０-８５２０ 久留米市役所,福岡県,久留米市,城南町,１５-の３

８３０-６５２８ 航空自衛隊 高良台分屯基地,福岡県,久留米市,荒木町藤田,

８３０-８５５５ 国立 久留米工業高等専門学校,福岡県,久留米市,小森野,１-１－１

８３０-８５３３ 三洋信販 (株) 久留米帳票チーム,福岡県,久留米市,本町,１６１



８３０-８６６６ (財) 簡易保険加入者協会 九州地方本部 久留米出張所,

８３０-８６６６ 福岡県,久留米市,櫛原町,４７－１６

８３０-８５２１ 社会保険 久留米第一病院,福岡県,久留米市,櫛原町,２１-

８３０-８５４０ 住友生命保険 相互会社 久留米支社,福岡県,久留米市,日吉町,１４－３３

８３０-８５１１ 大電 (株),福岡県,久留米市,南,２-１５－１

８３０-８５６７ 筑後川河川事務所,福岡県,久留米市,高野,１-２－１

８３０-８５１２ 福岡家庭裁判所 久留米支部,福岡県,久留米市,篠山町,２１-

８３０-８５３０ 福岡地方裁判所 久留米支部,福岡県,久留米市,篠山町,２１-

８３０-８５８８ 有限会社 マルハ,福岡県,久留米市,東町,４－３０

８３０-０１９２ 久留米市 三潴総合支所,福岡県,久留米市,三潴町玉満, 1-７９

８３０-０２９２ 久留米市 城島総合支所,福岡県,久留米市,城島町楢津,７４３－２

８３０-１１９６ 柏鉄工 (株),福岡県,久留米市,北野町中,１４２３

８３０-１１９２ 久留米市 北野総合支所,福岡県,久留米市,北野町中,３２４５-３

８３０-１１９５ 合名会社 山口酒造場,福岡県,久留米市,北野町今山,５３４－１

８３０-１１９３ トラスコ中山 (株） 久留米営業所,福岡県,久留米市,北野町中, 1-５６

８３０-８６３０ (株) 赤ちゃんの城,福岡県,久留米市,通町,８－６

８３０-８５０３ (株) 月刊くるめ,福岡県,久留米市,日吉町,２３－３

８３０-８６７７ (株) 筑邦銀行,福岡県,久留米市,諏訪野町,２４５６－１

８３０-８６０２ (株) 西日本シティ銀行 久留米営業部,福岡県,久留米市,日吉町,１６－１９

８３０-８６１１ (株) 稲屋,福岡県,久留米市,東櫛原町,１０２５

８３０-８６０６ 喜多村石油 (株),福岡県,久留米市,中央町,１２－９

８３０-８６１２ 久留米運送 (株),福岡県,久留米市,東櫛原町,３５３

８３０-８６８８ 久留米税務署,福岡県,久留米市,諏訪野町,２４０１－１０

８３０-８６３１ 佐藤 (株),福岡県,久留米市,日吉町,１７－２２

８３０-８６６７ 商工組合中央金庫 久留米支店,福岡県,久留米市,東町,４２－２１

８３０-８６６８ 田中藍 (株),福岡県,久留米市,瀬下町,９３（久留米郵便局私書箱第８８号）

８３０-８６８６ 日本生命保険 相互会社 久留米支社,福岡県,久留米市,日吉町,１５－６０

８３０-８６０１ モデルクレジット (株),福岡県,久留米市,日吉町,２４－２

８３９-８５０８ 学校法人 久留米信愛女学院,福岡県,久留米市,御井町, 1-７８

８３９-８５０１ 久留米市企業局水道ガス部,福岡県,久留米市,合川町,3-９０

８３９-８５０２ 久留米大学御井学舎,福岡県,久留米市,御井町,１６３５

８３９-８５０６ 公益(財) 福岡県すこやか健康事業団総合検診センター,

８３９-８５０６ 福岡県,久留米市,百年公園,１番１号

８３９-８５４０ コマツ西日本 (株),福岡県,久留米市,宮ノ陣町若松,１－４５

８３９-８５０５ 陸上自衛隊 幹部候補生学校,福岡県,久留米市,高良内町,２７２８

８３９-１２９８ 久留米市 田主丸 総合支所,福岡県,久留米市,田主丸町田主丸,４５９－１１

８２２-８５８５ (株) もち吉,福岡県,直方市,大字下境,２４００-

８２２-８５５５ 日本年金機構 直方年金事務所,福岡県,直方市,知古,１-８－１

８２２-８５０１ 直方市役所,福岡県,直方市,殿町,７－１

８２２-８６６６ 直方税務署,福岡県,直方市,殿町,９－１０

８２０-８５４０ 飯塚公共職業安定所,福岡県,飯塚市,芳雄町,１２－１

８２０-８５０１ 飯塚市役所,福岡県,飯塚市,新立岩,５－５

８２０-８６０５ 飯塚市役所 穂波支所,福岡県,飯塚市,忠隈,５２３

８２０-８５０７ 飯塚商工会議所,福岡県,飯塚市,吉原町,６－１２

８２０-８６０２ 飯塚信用金庫,福岡県,飯塚市,本町,１１－４２

８２０-８６０３ 飯塚税務署,福岡県,飯塚市,芳雄町,１３－６

８２０-８５０５ 飯塚病院,福岡県,飯塚市,芳雄町,３－８３

８２０-８６０１ 一番食品 (株),福岡県,飯塚市,伊川,１１１５

８２０-８５１６ (株) 南風堂,福岡県,飯塚市,大字伊川,６６４－３

８２０-８５２０ (株) 華三樂,福岡県,飯塚市,大字伊川,４３３－２

８２０-８５０２ 九州工業大学 情報工学部,福岡県,飯塚市,大字川津,６８０－４

８２０-８５１２ 九州電力 (株) 飯塚営業所,福岡県,飯塚市,新飯塚,２３－３２

８２０-８５１３ 近畿大学 九州短期大学,福岡県,飯塚市,菰田東,１-５－３０

８２０-８５５５ 近畿大学 産業理工学部,福岡県,飯塚市,柏の森,１１－６

８２０-８５１０ 近畿大学附属 福岡高等学校,福岡県,飯塚市,大字柏の森,１１－６

８２０-８５５０ ケンコーコム (株) 福岡物流センター,福岡県,飯塚市,津島,２８１-６４

８２０-８５１７ (財) 飯塚研究開発機構,福岡県,飯塚市,大字川津,６８０－４１

８２０-８５０８ 総合せき損センター,福岡県,飯塚市,大字伊岐須,５５０－４

８２０-８５０６ 福岡地方裁判所 飯塚支部,福岡県,飯塚市,新立岩,１０－２９

８２０-８５３３ ミツミ電機 (株) 九州事業所,福岡県,飯塚市,立岩,１０４９-

８２０-８６０７ 陸上自衛隊 飯塚駐屯地,福岡県,飯塚市,大字津島,２８２

８２０-０７９２ 飯塚市 筑穂支所,福岡県,飯塚市,長尾,１２４２－１

８２０-１１９３ 飯塚市役所 頴田支所,福岡県,飯塚市,勢田,１２７１－１

８２５-８５０１ 田川市役所,福岡県,田川市,中央町,１－１

８２５-８５６７ 田川市立病院,福岡県,田川市,大字糒,１７００－２

８２５-８６０１ 田川税務署,福岡県,田川市,新町,１１－５５

８２５-８５８８ 田川農業協同組合,福岡県,田川市,大字伊田,３５５０

８２５-８５７７ 福岡県 田川保健福祉事務所,福岡県,田川市,大字伊田,字松原通り３２９２-の２

８２５-８５８５ 福岡県立大学,福岡県,田川市,大字伊田,４３９５

８２６-８５２９ 九州電力 (株) 田川営業所,福岡県,田川市,大字奈良,１６３９－５



８２６-８５８５ 社会保険田川病院,福岡県,田川市,上本町,１０－１８

８２６-８６０９ 田川公共職業安定所,福岡県,田川市,大字弓削田,１８４－１

８２６-８５６７ 福岡地方裁判所 田川支部,福岡県,田川市,千代町,１－５

８２６-８５５５ 松尾製菓 (株),福岡県,田川市,大字川宮,１１９１－１

８３２-８５５５ 柳川市役所 三橋庁舎,福岡県,柳川市,三橋町正行,４３１

８３２-８６０１ 柳川市役所 柳川庁舎,福岡県,柳川市,本町,８７-の１

８３９-０２９３ 柳川市役所 大和庁舎,福岡県,柳川市,大和町鷹ノ尾,１２０

８３４-８５５５ 八女市 立花支所,福岡県,八女市,立花町原島, 1-９５

８３４-８５８５ 八女市役所,福岡県,八女市,大字本町,６４７

８３４-０２９２ 八女市 星野支所,福岡県,八女市,星野村,１３１０２－１

８３４-１２９２ 八女市 黒木総合支所,福岡県,八女市,黒木町今,１３１４－１

８３４-１４９２ 八女市 矢部支所,福岡県,八女市,矢部村北矢部,１０５２８

８３３-８６０１ 筑後市役所,福岡県,筑後市,大字山ノ井,８９８

８３１-８６０１ 大川市役所,福岡県,大川市,大字酒見,２５６－１

８３１-８６８６ 大川税務署,福岡県,大川市,大字榎津,３２５－１

８３１-８５０１ 国際医療福祉大学 福岡大川キャンパス,福岡県,大川市,大字榎津,１３７-１

８２４-８５１１ (株) 安川電機 行橋工場,福岡県,行橋市,西宮市,２-１３－１

８２４-８５１０ ＴＯＴＯハイリビング (株) 行橋工場,福岡県,行橋市,大字今井,１１８０-

８２４-８６０１ 行橋市役所,福岡県,行橋市,中央,１-１－１

８２４-８６１１ 行橋税務署,福岡県,行橋市,門樋町,１－１

８２４-８５５５ ローム・アポロ (株)（行橋工場）,福岡県,行橋市,大字稲童,字畠ヶ田８３７－１

８２８-８５０１ 豊前市役所,福岡県,豊前市,大字吉木,９５５

８０９-８５０１ 中間市役所,福岡県,中間市,中間,１-１－１

８３８-０１９８ 小郡市役所,福岡県,小郡市,小郡,２５５－１

８３８-０１９７ 学校法人 平岡学園,福岡県,小郡市,大保,１４３４－３

８３８-０１９３ 陸上自衛隊 小郡駐屯地,福岡県,小郡市,小郡,２２７７

８１８-８５７１ (株) イズミ ゆめタウン筑紫野,福岡県,筑紫野市,針摺東,３-３－１

８１８-８５７８ (株) ダイエー福岡プロセスセンター,福岡県,筑紫野市,大字諸田,３２６－１

８１８-８６６８ (株) 薬師堂,福岡県,筑紫野市,針摺東,５-３－１

８１８-８５８５ 九州産業大学付属 九州産業高等学校,福岡県,筑紫野市,紫,２-５－１

８１８-８５０３ 九州電力 (株) 二日市営業所,福岡県,筑紫野市,二日市西,１-６－５

８１８-８５５５ 国際経営 (株),福岡県,筑紫野市,大字牛島,４７２－３

８１８-８６６６ 筑紫税務署,福岡県,筑紫野市,針摺西,１-１－８

８１８-８６４２ 筑紫農業協同組合 本店,福岡県,筑紫野市,杉塚,３-３－１０

８１８-８５７７ 筑紫野市商工会,福岡県,筑紫野市,湯町,３-２－５

８１８-８６８６ 筑紫野市役所,福岡県,筑紫野市,石崎,一-１番１号

８１８-８５０１ 日本たばこ産業 (株) 九州工場,福岡県,筑紫野市,上古賀,２-１－１

８１８-８５４０ 福岡県 工業技術センター,福岡県,筑紫野市,上古賀,３-２－１

８１８-８５８８ 福岡県 赤十字血液センター,福岡県,筑紫野市,上古賀,１-２－１

８１８-８５４９ 福岡県 農業総合試験場,福岡県,筑紫野市,大字吉木,５８７

８１８-８５１６ 福岡県済生会 二日市病院,福岡県,筑紫野市,湯町,３-１３－１

８１８-８５０２ 福岡大学 筑紫病院,福岡県,筑紫野市,俗明院,１-１－１

８１８-８５６７ 福岡法務局 筑紫支局,福岡県,筑紫野市,二日市中央,５-１４－７

８１６-８５１１ 春日警察署,福岡県,春日市,原町,３-１-２１

８１６-８５０１ 春日市役所,福岡県,春日市,原町,３-１－５

８１６-８５８０ 九州大学 筑紫地区事務部,福岡県,春日市,春日公園,６-１-

８１６-８５７７ 福岡南公共職業安定所,福岡県,春日市,春日公園,３-２

８１６-８６６６ 陸上自衛隊 福岡駐屯地,福岡県,春日市,大和町,５-１２

８１６-８５１０ 大野城市役所,福岡県,大野城市,曙町,２-２－１

８１６-８５３０ (株) アシュラン,福岡県,大野城市,大字上大利,６６６－１

８１６-８５６７ (株) マルキョウ,福岡県,大野城市,大字山田,２８５－１

８１６-８５５５ (株) リョーユーパン,福岡県,大野城市,旭ケ丘,１-７－１

８１６-８５５０ 三省製薬 (株),福岡県,大野城市,大池,２-２６－７

８１６-８５８５ 明光電子 (株),福岡県,大野城市,東大利,３-９－２

８１１-３４９２ 宗像市役所,福岡県,宗像市,東郷,１-１－１

８１１-３５９８ 宗像市玄海支所,福岡県,宗像市,江口,４６５

８１１-４１９５ (株) くりえいと／日創開発 (株),福岡県,宗像市,くりえいと,２-３番１号

８１１-４１９３ 東海大学 第五高等学校,福岡県,宗像市,田久,１-９－２

８１１-４１９８ 東海大学 福岡短期大学,福岡県,宗像市,田久,１-９－１

８１１-４１９２ 福岡教育大学,福岡県,宗像市,赤間文教町,１番１号

８１８-０１９３ 学校法人 九州学園 福岡女子短期大学,福岡県,太宰府市,五条,４-１６－１

８１８-０１９７ 第一経済大学・第一保育短期大学,福岡県,太宰府市,五条,３-１１－２５

８１８-０１９４ 第一福祉大学,福岡県,太宰府市,五条,３-１０－１０

８１８-０１９８ 太宰府市役所,福岡県,太宰府市,観世音寺,１-１－１

８１８-０１９５ 太宰府天満宮,福岡県,太宰府市,宰府,４-７－１

８１８-０１９２ 筑紫女学園大学 筑紫女学園短期大学,福岡県,太宰府市,石坂,２-１２－１

８１１-３１９７ (株) 正興電機製作所,福岡県,古賀市,天神,３-２０－１

８１１-３１９２ 古賀市役所,福岡県,古賀市,駅東,１-１－１

８１１-３１９５ 国立病院機構 福岡東医療センタ－,福岡県,古賀市,千鳥,１-１－１

８１１-３１９３ 西部電機 (株),福岡県,古賀市,駅東,３-３－１



８１１-３１９８ 山崎製パン (株) 福岡工場,福岡県,古賀市,古賀,６９

８１１-３２９５ 医療法人 恵愛会 福間病院,福岡県,福津市,花見が浜,１-５－１

８１１-３２９８ 医療法人社団 水光会 宗像水光会総合病院,福岡県,福津市,上西郷,３４１－１

８１１-３２９３ 福津市役所,福岡県,福津市,中央,１-１－１

８１１-３２９６ 名糖産業 (株) 福岡工場,福岡県,福津市,花見の里,２-１１－１

８３９-１３９３ うきは市役所 吉井庁舎,福岡県,うきは市,吉井町新治,３１６

８３９-１３９５ (株) 栗木商店,福岡県,うきは市,吉井町,１９１－１

８３９-１３９６ (株) 筑水キャニコム,福岡県,うきは市,吉井町福益, 1-９０

８３９-１３９４ 合資会社 鳥志商店,福岡県,うきは市,吉井町,２２０－３

８３９-１４９７ うきは市役所 浮羽庁舎,福岡県,うきは市,浮羽町朝田,５８２－１

８３９-１４９８ (株) ユニ・スター,福岡県,うきは市,浮羽町高見,２１５

８３９-１４９３ にじ農業協同組合 御幸支所,福岡県,うきは市,浮羽町朝田,５８４－１

８２３-８５５５ 東芝ＬＳＩパッケージソリューション (株),福岡県,宮若市,上大隈,４７６－１

８２０-０２９２ 嘉麻市役所 本庁,福岡県,嘉麻市,岩崎,１１８０-１

８２０-０３９２ 嘉麻市 嘉穂総合支所,福岡県,嘉麻市,大隈町,７２５-１

８２０-０５９２ 嘉麻市役所 碓井庁舎,福岡県,嘉麻市,上臼井,４４６-１

８２１-８５０１ 嘉麻市 山田総合支所,福岡県,嘉麻市,上山田,１３４７-１０

８３８-８５１５ 朝倉公共職業安定所,福岡県,朝倉市,菩提寺,４８０－３

８３８-８６０１ 朝倉市役所,福岡県,朝倉市,菩提寺,４１２－２

８３８-８６７７ 甘木税務署,福岡県,朝倉市,菩提寺,５６５－１

８３８-８６６６ オーケー食品工業 (株),福岡県,朝倉市,小田,１０８０－１

８３８-８６８６ キリンビール (株) 福岡工場,福岡県,朝倉市,馬田,３６０１

８３８-８５１２ 合資会社 ４ヶ所印刷所,福岡県,朝倉市,馬田,３３５

８３８-８６０２ 筑前あさくら農業協同組合,福岡県,朝倉市,甘木,２２１－１

８３８-１３９８ 朝倉地域行政センター,福岡県,朝倉市,宮野, 1-４６

８３８-１３９７ 朝倉地域生涯学習センター,福岡県,朝倉市,宮野,１９７７

８３８-１５９２ 朝倉市 杷木地域行政センター,福岡県,朝倉市,杷木池田,４８３－１

８３５-８５０１ 南筑後農業協同組合,福岡県,みやま市,瀬高町下庄,７７４－１

８３５-８６０１ みやま市役所,福岡県,みやま市,瀬高町小川,５

８３５-０１９２ みやま市役所 山川支所,福岡県,みやま市,山川町立山,１２７８

８３９-０２９５ 医療法人 弘恵会ヨコクラ病院,福岡県,みやま市,高田町濃施,４８０－２

８３９-０２９２ みやま市役所 高田支所,福岡県,みやま市,高田町濃施,４８０

８１９-１１９２ 糸島市役所 本庁舎,福岡県,糸島市,前原西,１-１－１

８１９-１１９３ 糸島農業協同組合,福岡県,糸島市,前原東,２-７－１

８１９-１１９５ 九星飲料工業 (株),福岡県,糸島市,波多江,字中川原１００

８１９-１３９２ 糸島市役所 志摩庁舎,福岡県,糸島市,志摩初,３０

８１９-１６９２ 糸島市役所 二丈庁舎,福岡県,糸島市,二丈深江,１３６０

８１１-１２９２ 那珂川市役所,福岡県,那珂川市,西隈,１-１番１号

８１１-２１９２ 宇美町役場,福岡県,糟屋郡宇美町,宇美,５-１－１

８１１-２１９５ サンドラッグ 福岡物流センター,福岡県,糟屋郡宇美町,大字井野,字稲木３６９－８－１

０

８１１-２１９４ ダイレックス福岡マザーセンター,福岡県,糟屋郡宇美町,大字井野,字稲木３６９－８－

１０

８１１-２４９５ エフコープ 生活協同組合,福岡県,糟屋郡篠栗町,大字篠栗, 1-２６

８１１-２４９２ 篠栗町役場,福岡県,糟屋郡篠栗町,大字篠栗,5-５５

８１１-２４９６ 生活協同組合連合会 コープ九州事業連合,福岡県,糟屋郡篠栗町,大字篠栗, 1-２６

８１１-２２９４ (株) サカグチ,福岡県,糟屋郡志免町,志免,４-１－２４

８１１-２２９３ (株) 西友 志免店,福岡県,糟屋郡志免町,志免中央,３-４－１

８１１-２２９５ 技研工業 (株),福岡県,糟屋郡志免町,志免,３-１４－１

８１１-２２９２ 志免町役場,福岡県,糟屋郡志免町,志免中央,１-１－１

８１１-２１９６ 佐川グローバルロジスティクス (株) 九州支店 須恵営業所,

８１１-２１９６ 福岡県,糟屋郡須惠町,大字新原,１０－１６

８１１-２１９３ 須惠町役場,福岡県,糟屋郡須惠町,大字須惠,７７１

８１１-２２９８ 医療法人社団 正信会 水戸病院,福岡県,糟屋郡須惠町,大字旅石,１１５－４８３

８１１-２２９７ 福岡県立 須恵高等学校,福岡県,糟屋郡須惠町,大字旅石,3-７２

８１１-０１９６ (株) 筑豊製作所,福岡県,糟屋郡新宮町,大字的野,７４１－１

８１１-０１９４ (株) ニューイングベーカリー九州,福岡県,糟屋郡新宮町,緑ケ浜,２００３/１/１

８１１-０１９７ (株) はぴねすくらぶ,福岡県,糟屋郡新宮町,大字的野,字吉原６１０－１

８１１-０１９３ (株) フランソア,福岡県,糟屋郡新宮町,緑ケ浜,３-１番１号

８１１-０１９２ 新宮町役場,福岡県,糟屋郡新宮町,緑ケ浜,１-１番１号

８１１-０１９５ プリマハム (株) 九州支店,福岡県,糟屋郡新宮町,大字上府,８４７－１

８１１-２５９２ 久山町役場,福岡県,糟屋郡久山町,大字久原,３６３２

８１１-２３９２ 粕屋町役場,福岡県,糟屋郡粕屋町,駕与丁,１-１番１号

８１１-２３９８ (株) ゼネラルアサヒ,福岡県,糟屋郡粕屋町,大字柚須,９４

８１１-２３９５ 佐川グローバルロジスティクス (株),福岡県,糟屋郡粕屋町,甲仲原,４-４番１号

８０７-０１９８ 芦屋町役場,福岡県,遠賀郡芦屋町,幸町,２－２０

８０７-０１９２ 航空自衛隊 芦屋基地,福岡県,遠賀郡芦屋町,大字芦屋,１４５５－１

８０７-８５０１ 水巻町役場,福岡県,遠賀郡水巻町,頃末北,１-１－１

８１１-４２９２ 遠賀信用金庫 本部,福岡県,遠賀郡岡垣町,東山田,２-３－３

８１１-４３９２ 遠賀町役場,福岡県,遠賀郡遠賀町,大字今古賀,５１３



８１１-４３９３ (株) 釣研,福岡県,遠賀郡遠賀町,大字若松,２０３

８２０-１１９２ 小竹町役場,福岡県,鞍手郡小竹町,大字勝野,３３４９

８０７-１３９２ 鞍手町役場,福岡県,鞍手郡鞍手町,大字中山,３７０５-

８２０-０６９３ 桂川町総合福祉センター 「ひまわりの里」,福岡県,嘉穂郡桂川町,大字土居,３６１-

８２０-０６９６ 桂川町役場,福岡県,嘉穂郡桂川町,大字土居,４２４-

８３８-８５８５ 筑前町役場 総合支所,福岡県,朝倉郡筑前町,新町,４２１－５

８３８-０２９８ 筑前町役場,福岡県,朝倉郡筑前町,篠隈,３７３-

８３８-１６９２ 東峰村役場 小石原庁舎,福岡県,朝倉郡東峰村,大字小石原,９４１－９

８３８-１７９２ 東峰村役場 宝珠山庁舎,福岡県,朝倉郡東峰村,大字宝珠山,６４２５

８３８-１７９３ 有限会社 カネダイ,福岡県,朝倉郡東峰村,大字宝珠山,７

８３０-１２９８ 大刀洗町役場,福岡県,三井郡大刀洗町,大字富多,８１９

８３４-０１９５ (株) オーレック,福岡県,八女郡広川町,大字日吉,５４８－２２

８３４-０１９６ (株) 中島田鉄工所,福岡県,八女郡広川町,大字日吉,１１６４－４

８３４-０１９８ 久留米印刷 (株),福岡県,八女郡広川町,大字日吉,５４８－２５

８３４-０１９２ 日之出紙器工業 (株),福岡県,八女郡広川町,大字新代,１３３２－１５

８３４-０１９３ 福岡八女農協 中広川支所,福岡県,八女郡広川町,大字新代,１７８７－５

８３４-０１９４ マル厨工業 (株),福岡県,八女郡広川町,大字日吉,１１６４－３８

８２２-１４９２ 香春町役場,福岡県,田川郡香春町,大字高野,９９４

８２７-８５０１ 川崎町役場,福岡県,田川郡川崎町,大字田原,７８９－２

８２２-１１９２ (株) 津田商事,福岡県,田川郡福智町,赤池,４７４－１０１

８２２-１１９３ 福智町役場 赤池支所,福岡県,田川郡福智町,赤池,９７０－２

８２２-１２９２ 福智町役場,福岡県,田川郡福智町,金田,９３７－２

８２２-１２９３ 福智町役場 方城支所,福岡県,田川郡福智町,弁城, 1-３７

８２２-１２９６ マクセル (株) 九州事業所,福岡県,田川郡福智町,伊方,４６８０-

８００-０３９２ 苅田町役場,福岡県,京都郡苅田町,富久町,１-１９－１

８００-０３９４ 西日本工業大学,福岡県,京都郡苅田町,大字新津,１－１１

８００-０３９５ 日産自動車 (株) 九州工場,福岡県,京都郡苅田町,新浜町,１－３

８００-０３９３ 日立金属 (株) 九州工場,福岡県,京都郡苅田町,長浜町,３５

８００-０３９６ 三菱マテリアル (株) 九州工場,福岡県,京都郡苅田町,松原町,１２-

８２４-０１９２ みやこ町役場 豊津支所,福岡県,京都郡みやこ町,豊津,１１１８

８２４-０２９２ みやこ町役場 犀川支所,福岡県,京都郡みやこ町,犀川本庄,６４６

８２４-０８９２ みやこ町役場,福岡県,京都郡みやこ町,勝山上田,９６０

８７１-８５５０ 三菱ウエルファーマ (株) 吉富工場,福岡県,築上郡吉富町,大字小祝,９５５

８７１-８５８５ 吉富町役場,福岡県,築上郡吉富町,大字広津,２２６－１

８７１-０９９３ 上毛町 大平支所,福岡県,築上郡上毛町,大字東下,１５１２

８７１-０９９２ 上毛町役場,福岡県,築上郡上毛町,大字垂水,１３２１－１

８２９-０１９２ 築上町役場 築城支所,福岡県,築上郡築上町,大字築城,１０９６

８２９-０３９２ 築上町役場,福岡県,築上郡築上町,大字椎田,８９１－２

８２９-０３９３ 東九州コミュニティー放送 (株),福岡県,築上郡築上町,大字椎田,８９１-の３




