
８４０-８５５８ (株) サガテレビ,佐賀県,佐賀市,城内,１-６－１０

８４０-８５２０ (株) 佐電工,佐賀県,佐賀市,天神,１-４－３

８４０-８５１１ (株) 北島,佐賀県,佐賀市,白山,２-２－５

８４０-８５５２ (株) 九州西友 佐賀巨勢店,佐賀県,佐賀市,巨勢町大字牛島,７１０

８４０-８６０２ (株) 佐賀共栄銀行,佐賀県,佐賀市,松原,４-２－１２

８４０-８５８０ (株) 佐賀玉屋,佐賀県,佐賀市,中の小路,２－５

８４０-８５８８ (株) 中野建設,佐賀県,佐賀市,水ヶ江,２-１１－２３

８４０-８５５０ 学校法人 旭学園佐賀女子短期大学,佐賀県,佐賀市,本庄町大字本庄,１３１３

８４０-８５４０ 佐賀県 警察本部,佐賀県,佐賀市,松原,１-１－１６

８４０-８５０８ 佐賀県酒造組合,佐賀県,佐賀市,駅南本町,６－１４

８４０-８５０１ 佐賀市役所,佐賀県,佐賀市,栄町,１－１

８４０-８５８５ 佐賀新聞社,佐賀県,佐賀市,天神,３-２－２３

８４０-８５０２ 佐賀大学,佐賀県,佐賀市,,本庄町１

８４０-８５５５ 佐賀ダイハツ販売 (株),佐賀県,佐賀市,嘉瀬町扇町,4-０７

８４０-８５３０ 佐賀南警察署,佐賀県,佐賀市,本庄町大字本庄,１５５－１

８４０-８５６０ 全国健康保険協会 佐賀支部,佐賀県,佐賀市,駅南本町,６－４

８４０-８５７１ 地方独立行政法人 佐賀県医療センター 好生館,佐賀県,佐賀市,嘉瀬町中原,４００-

８４０-８６６６ 松尾建設 (株),佐賀県,佐賀市,多布施,１-４番２７号

８４０-８５５１ モラージュ佐賀,佐賀県,佐賀市,巨勢町大字牛島,７３０

８４０-０２９２ 佐賀市 大和支所,佐賀県,佐賀市,大和町大字尼寺,１８７０

８４０-０５９８ 佐賀市 富士支所,佐賀県,佐賀市,富士町大字古湯,２６８５

８４０-２１９３ 味の素 (株) 九州工場,佐賀県,佐賀市,諸富町大字諸富津,４５０

８４０-２１９５ 医療法人社団 博文会 小柳記念病院,佐賀県,佐賀市,諸富町大字諸富津,２３０－２

８４０-２１９２ 佐賀市 諸富支所,佐賀県,佐賀市,諸富町大字諸富津,１－２

８４０-２１９７ ディープロ (株),佐賀県,佐賀市,諸富町大字徳富,６９１－２

８４０-２２９５ 佐賀市 川副支所,佐賀県,佐賀市,川副町大字鹿江,６２３－１

８４０-８５７０ 佐賀県庁,佐賀県,佐賀市,城内,１-１－５９

８４０-８６２７ (株) 佐賀銀行,佐賀県,佐賀市,唐人,２-７－２０

８４０-８６８６ (株) ミゾタ,佐賀県,佐賀市,伊勢町,１５－１

８４０-８６８９ 佐賀県 信用保証協会,佐賀県,佐賀市,松原,１-２－３５

８４０-８６８８ 佐賀商工会議所,佐賀県,佐賀市,松原,１-２－３５

８４０-８６１１ 佐賀税務署,佐賀県,佐賀市,駅前中央,３-３－２０

８４０-８６０１ 日本放送協会 佐賀放送局,佐賀県,佐賀市,城内,２-１５－８

８４９-８５８８ (株) 鈴花,佐賀県,佐賀市,高木瀬町東高木,２３２－１

８４９-８５０２ 佐賀北警察署,佐賀県,佐賀市,高木瀬町大字東高木,２３４-１

８４９-８５８５ 佐賀県 佐賀中部保健所,佐賀県,佐賀市,八丁畷町,１－２０

８４９-８５１４ 佐賀県医師会,佐賀県,佐賀市,新中町,２－１５

８４９-８５５５ 佐賀県税事務所,佐賀県,佐賀市,八丁畷町,８－１

８４９-８５５８ 佐賀市水道局,佐賀県,佐賀市,若宮,３-６－６０

８４９-８５０３ 佐賀社会保険事務所,佐賀県,佐賀市,八丁畷町,１－３２

８４９-８５０１ 佐賀大学 医学部,佐賀県,佐賀市,鍋島,５-１－１

８４９-８５２２ 社団法人 全国社会保険協会連合会 佐賀社会保険病院,

８４９-８５２２ 佐賀県,佐賀市,兵庫南,３-８－１

８４９-８５７７ 独立行政法人 国立病院機構 佐賀病院,佐賀県,佐賀市,日の出,１-２０－１

８４７-８５１１ 唐津市役所,佐賀県,唐津市,西城内,１－１

８４７-８６０１ 唐津税務署,佐賀県,唐津市,千代田町,２１０９－４６

８４７-８５８８ 日本赤十字社 唐津赤十字病院,佐賀県,唐津市,和多田,２４３０

８４７-０１９２ 金子産業 (株),佐賀県,唐津市,中瀬通,１－８

８４７-０１９３ 天生水産 (株),佐賀県,唐津市,中瀬通,１－６

８４７-０３９２ 唐津市 呼子支所,佐賀県,唐津市,呼子町呼子, 1-９５

８４７-０３９３ 唐津農業協同組合 上場地区営農本部,佐賀県,唐津市,鎮西町岩野,２６９－１

８４７-１２９２ 唐津市役所 北波多支所,佐賀県,唐津市,北波多徳須恵,１０９７－４

８４９-３１９２ 唐津市役所 厳木支所,佐賀県,唐津市,厳木町厳木,９９７

８４９-３１９３ 佐賀県立 厳木高等学校,佐賀県,唐津市,厳木町厳木,７２７

８４９-３２９２ 唐津市役所 相知支所,佐賀県,唐津市,相知町相知, 1-５５

８４９-３２９３ 佐賀松浦 農業協同組合,佐賀県,唐津市,相知町中山,３５２３

８４９-５１９８ (株) 吉森,佐賀県,唐津市,浜玉町南山,２３６３

８４９-５１９２ 唐津市役所 浜玉支所,佐賀県,唐津市,浜玉町浜崎,１４４５－１

８４９-５１９３ 唐津農業共同組合,佐賀県,唐津市,浜玉町浜崎,５９８-１

８４１-８５８５ アイリスオーヤマ (株） 鳥栖第二工場,佐賀県,鳥栖市,立石町,長蓮４４１－１３

８４１-８５０５ アマゾン 鳥栖ＦＣ 入庫係,佐賀県,鳥栖市,弥生が丘,２００３/１/３

８４１-８５０３ (株) アクティブトライ 鳥栖営業所,佐賀県,鳥栖市,藤木町,３－１８

８４１-８６１１ (株) 森光商店,佐賀県,鳥栖市,藤木町,字若桜９－７

８４１-８６０２ (株) ヨコオ,佐賀県,鳥栖市,山浦町,１２３９

８４１-８５１１ 鳥栖市役所,佐賀県,鳥栖市,宿町,１１１８

８４１-８６０１ 鳥栖税務署,佐賀県,鳥栖市,秋葉町,３-１２－２

８４１-８５０４ 鳥栖プレミアム・アウトレット,佐賀県,鳥栖市,弥生が丘,８－１

８４１-８５０２ トラスコ中山 (株) プラネット九州,佐賀県,鳥栖市,姫方町,１６５１

８４１-８５０１ パナソニックコミュニケーションズ (株),佐賀県,鳥栖市,村田町,１４７１

８４１-８６８６ 久光製薬 (株),佐賀県,鳥栖市,田代大官町,４０８
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８４６-８５０１ 多久市役所,佐賀県,多久市,北多久町大字小侍,７－１

８４８-８５０１ 伊万里市役所,佐賀県,伊万里市,立花町,１３５５－１

８４３-８５０１ 医療法人 雄邦会介護老人保健施設 たんぽぽ

８４３-８５０１ 佐賀県,武雄市,朝日町大字中野,１１２９６－１-

８４３-８５５０ (株) オサダ,佐賀県,武雄市,武雄町大字武雄, 1-５０

８４３-８５８５ (株) デュエル,佐賀県,武雄市,橘町大字大日,２１１１

８４３-８５５５ 九州電力 (株) 武雄営業所,佐賀県,武雄市,武雄町大字昭和,７７６

８４３-８５８８ 武雄社会保険事務所,佐賀県,武雄市,武雄町大字昭和,Jun-４３

８４３-８６３９ 武雄市役所,佐賀県,武雄市,武雄町大字昭和,１－１

８４３-８６８６ 武雄税務署,佐賀県,武雄市,武雄町大字武雄,５６５８－１

８４９-２３９２ 九州製鋼 (株) 佐賀工場,佐賀県,武雄市,山内町大字鳥海,１１１２５-

８４９-２３９５ 清本鉄工 (株) 佐賀支社,佐賀県,武雄市,山内町大字鳥海,字椿原１１１２５

８４９-２３９３ 武雄市役所 山内支所,佐賀県,武雄市,山内町大字三間坂,甲１３８００

８４９-１３９２ 医療法人 祐愛会 織田病院,佐賀県,鹿島市,大字高津原,４３０６-

８４９-１３９４ 祐徳稲荷神社,佐賀県,鹿島市,古枝,乙１８５５

８４９-１３９３ 祐徳薬品工業 (株),佐賀県,鹿島市,大字納富分,２５９６-１

８４５-８５０１ 小城市役所 小城庁舎,佐賀県,小城市,小城町,２５３－２１

８４５-８５１１ 小城市役所 三日月庁舎,佐賀県,小城市,三日月町長神田,2-１２

８４５-８５１０ 竹下製菓 (株),佐賀県,小城市,小城町池上,２５００

８４３-０３９４ 医療法人財団 友朋会,佐賀県,嬉野市,嬉野町大字下宿,乙１９１９-

８４３-０３９２ 嬉野市役所 嬉野総合支所,佐賀県,嬉野市,嬉野町大字下宿,乙１１８５

８４３-０３９３ 独立行政法人 国立病院機構 嬉野医療センター,佐賀県,嬉野市,嬉野町大字下宿,丙２４

３６

８４９-１４９２ 嬉野市役所,佐賀県,嬉野市,塩田町大字馬場下,甲１７６９

８４２-８５０２ 神埼市 千代田総合支所,佐賀県,神埼市,千代田町直鳥,１６６－１

８４２-８６０１ 神埼市役所,佐賀県,神埼市,神埼町鶴,３５４２-１

８４２-８５８５ 西九州大学,佐賀県,神埼市,神埼町尾崎,9-９０

８４２-０２９２ 神埼市 脊振総合支所,佐賀県,神埼市,脊振町広滝,５５８－２

８４２-０２９３ 航空自衛隊 脊振山分屯基地,佐賀県,神埼市,脊振町服巻,１３５８

８４２-８５０１ 吉野ヶ里町役場,佐賀県,神埼郡吉野ヶ里町,吉田,３２１－２

８４２-０１９５ 大塚製薬 (株) 佐賀栄養製品研究所,佐賀県,神埼郡吉野ヶ里町,大曲,5-０６

８４２-０１９７ 大塚製薬 (株) 佐賀工場,佐賀県,神埼郡吉野ヶ里町,大曲,字東山５００６－５

８４２-０１９２ 独立行政法人 国立病院機構 肥前精神医療センター,佐賀県,神埼郡吉野ヶ里町,三津,１

６０

８４２-０１９３ 吉野ヶ里町役場 東脊振庁舎,佐賀県,神埼郡吉野ヶ里町,三津,７７７

８４０-１１９２ みやき町役場 三根庁舎,佐賀県,三養基郡みやき町,大字市武,１３８１

８４４-８５５５ 岩尾磁器工業 (株),佐賀県,西松浦郡有田町,外尾町,丙１４３６－２

８４４-８６０１ (株) 香蘭社,佐賀県,西松浦郡有田町,幸平,１-３－８

８４４-８６１６ (株) 賞美堂 本店,佐賀県,西松浦郡有田町,中の原,１-１－１３

８４４-８６２５ (株) 銘品堂,佐賀県,西松浦郡有田町,幸平,１-２－１１

８４４-８５８５ 佐賀県立九州陶磁文化館,佐賀県,西松浦郡有田町,戸杓,乙３１００－１

８４４-８６０２ 深川製磁 (株),佐賀県,西松浦郡有田町,幸平,１-１－７

８４４-８５０１ 有限会社 瑞祥,佐賀県,西松浦郡有田町,南原,甲７０６－８

８４９-４１９２ 有田町庁舎,佐賀県,西松浦郡有田町,立部,乙２２０２

８４９-４１９３ 伊万里有田共立病院,佐賀県,西松浦郡有田町,二ノ瀬,甲８６０

８４９-４１９４ 深川製磁 (株) 営業本部 西有田工場,佐賀県,西松浦郡有田町,原明,乙１１１

８４９-４１９５ 深川製磁 (株) チャイナ・オン・ザ・パーク,佐賀県,西松浦郡有田町,原明,乙１１１

８４９-０５９２ 江北町役場,佐賀県,杵島郡江北町,大字山口,１６５１－１

８４９-０５９７ 三菱住友シリコン (株),佐賀県,杵島郡江北町,大字上小田,２２０１

８４９-１１９２ 白石町役場 白石支所,佐賀県,杵島郡白石町,大字福田,１８０９-１

８４９-１６９８ 太良町役場,佐賀県,藤津郡太良町,大字多良,１－６




