
８６０-８５４３ ＮＴＴファイナンス (株) 南九州支店,熊本県,熊本市中央区,花畑町,４－１

８６０-８５１９ ＮＴＴ西日本 熊本支店,熊本県,熊本市中央区,桜町,３－１

８６０-８５３６ (株) 熊日会館,熊本県,熊本市中央区,上通町,２番３３号

８６０-８５０６ (株) 熊本日日新聞社,熊本県,熊本市中央区,世安町,１７２-

８６０-８５３９ (株) トリニティ,熊本県,熊本市中央区,妙体寺町,５番４号

８６０-８７９７ (株) ゆうちょ銀行 熊本支店,熊本県,熊本市中央区,城東町,１番１号

８６０-８５２５ (株) アステム 熊本営業部,熊本県,熊本市中央区,八王寺町,３３－５７

８６０-８５０９ (株) 紙弘,熊本県,熊本市中央区,世安町,３７８－４

８６０-８５８８ (株) カリーノ,熊本県,熊本市中央区,安政町,１番２号

８６０-８７９７ (株) かんぽ生命 熊本支店,熊本県,熊本市中央区,城東町,１番１号

８６０-８６１９ (株) 九州しんきんクレジットサービス,熊本県,熊本市中央区,草葉町,４番２０号

８６０-８５０１ (株) 熊本銀行 中央支店,熊本県,熊本市中央区,山崎町,４４

８６０-８５２２ (株) 熊本県民テレビ,熊本県,熊本市中央区,世安町,７

８６０-８５６５ (株) 熊本ホテルキャッスル,熊本県,熊本市中央区,城東町,４番２号

８６０-８５１１ (株) 熊本リビング新聞社,熊本県,熊本市中央区,新市街,７－２０

８６０-８６６８ (株) 県民百貨店,熊本県,熊本市中央区,桜町,３番２２号

８６０-８５６７ (株) セルモ,熊本県,熊本市中央区,世安町,１５５

８６０-８５８６ (株) 鶴屋百貨店,熊本県,熊本市中央区,手取本町,６番１号

８６０-８５４１ (株) 帝国データバンク 熊本支店,熊本県,熊本市中央区,練兵町,６３

８６０-８５７５ (株) ニュースカイホテル,熊本県,熊本市中央区,東阿弥陀寺町,２

８６０-８５８４ (株) パルコ,熊本県,熊本市中央区,手取本町,５番１号

８６０-８６０８ (株) 古荘本店,熊本県,熊本市中央区,古川町,１３-

８６０-８５８０ (株) 八尾日進堂,熊本県,熊本市中央区,本荘,５-１０－２６

８６０-８５４５ (株) ユニマットライフ ユニマットレディス 熊本店

８６０-８５４５ 熊本県,熊本市中央区,水道町,８番６号

８６０-８５５８ 学校法人 加寿美学園 熊本中央高等学校,

８６０-８５５８ 熊本県,熊本市中央区,内坪井町,４番８号

８６０-８５２０ 学校法人 九州ルーテル学院,熊本県,熊本市中央区,黒髪,３-１２－１６

８６０-８５５７ 学校法人 熊本信愛女学院,熊本県,熊本市中央区,上林町,３番１８号

８６０-８５３１ 熊本簡易裁判所,熊本県,熊本市中央区,京町,１-１３－１１

８６０-８７９６ 熊本監査室,熊本県,熊本市中央区,城東町,１－１

８６０-８５５２ くまもと経済,熊本県,熊本市中央区,紺屋町,１-２－２

８６０-８５２８ 熊本県 経済農業協同組合連合会,熊本県,熊本市中央区,南千反畑町,３番１号

８６０-８５７０ 熊本県熊本総合庁舎,熊本県,熊本市中央区,南千反畑町,４－３３

８６０-８５３３ 熊本県社会保険診療報酬支払基金,熊本県,熊本市中央区,本荘町,６６７－１

８６０-８５５１ 熊本県信用保証協会,熊本県,熊本市中央区,南熊本,４-１番１号

８６０-８５５４ くまもと県民交流館 パレア,熊本県,熊本市中央区,手取本町,８番９号

８６０-８５７７ 熊本交通センター,熊本県,熊本市中央区,桜町,３番１０号

８６０-８５０７ 熊本酒井物産 (株) 熊本営業所,熊本県,熊本市中央区,世安町,３４０－２

８６０-８５０３ 熊本市農業協同組合,熊本県,熊本市中央区,南熊本,１-７－２６

８６０-８５４７ 熊本商工会議所,熊本県,熊本市中央区,横紺屋町,１０-

８６０-８５５５ 熊本大学,熊本県,熊本市中央区,黒髪,２-３９－１

８６０-８５５６ 熊本大学医学部附属病院,熊本県,熊本市中央区,本荘,１-１－１

８６０-８５１３ 熊本地方裁判所,熊本県,熊本市中央区,京町,１-１３－１１

８６０-８５３４ 熊本西年金事務所,熊本県,熊本市中央区,千葉城町,２－３７

８６０-８７３９ 熊本ＹＭＣＡ,熊本県,熊本市中央区,新町,１-３－８

８６０-８５２４ 公益(財) 日本無線協会 九州支部,熊本県,熊本市中央区,辛島町,６－７

８６０-８５３０ サンリブシティくまなん,熊本県,熊本市中央区,平成,３-２３－３０

８６０-８６５０ (財) 簡易保険加入者協会 九州地方本部,熊本県,熊本市中央区,水道町,３－３７

８６０-８５８７ 住友生命保険 相互会社 熊本支社,熊本県,熊本市中央区,花畑町,９番２４号

８６０-８５２６ 損害保険ジャパン日本興亜 (株),熊本県,熊本市中央区,花畑町,１０－２６

８６０-８６１８ 中央区役所,熊本県,熊本市中央区,手取本町,１番１号

８６０-８５２１ 鶴原吉井 (株),熊本県,熊本市中央区,世安町,３５６

８６０-８５０４ テルウェル西日本 (株） 九州支店 中九州営業支店,

８６０-８５０４ 熊本県,熊本市中央区,南熊本,５-１－１

８６０-８５８１ 日清医療食品 (株) 南九州支店,熊本県,熊本市中央区,辛島町,６番７号

８６０-８６０２ 日本放送協会 熊本放送局,熊本県,熊本市中央区,花畑町,５－１

８６０-８７９７ 日本郵便 (株) 九州支社,熊本県,熊本市中央区,城東町,１－１

８６２-８７９３ 日本郵便 (株) 九州支社 郵便事業本部 (三種）,

８６２-８７９３ 熊本県,熊本市中央区,城東町,１－１

８６０-８５１０ 富士通 (株) 熊本支店,熊本県,熊本市中央区,紺屋今町,９－６

８６０-８５１７ ホテルメルパルク熊本,熊本県,熊本市中央区,水道町,１－１４

８６０-８５１２ 楽天ＫＣ (株) 熊本支店,熊本県,熊本市中央区,花畑町,１２－２８

８６０-８６２２ (株) エヌシーくまもと,熊本県,熊本市中央区,坪井,２-２－４２

８６０-８６１１ (株) 熊本放送,熊本県,熊本市中央区,山崎町,３０

８６０-８６８６ (株) 日専連ファイナンス,熊本県,熊本市中央区,安政町,６－５

８６０-８６１５ (株) 肥後銀行,熊本県,熊本市中央区,紺屋町,１-１３-５

８６０-８６０６ (株) 福岡銀行 熊本支店,熊本県,熊本市中央区,花畑町,１２－３

８６０-８６０１ 熊本市役所,熊本県,熊本市中央区,手取本町,１－１

８６０-８６５５ 熊本信用金庫,熊本県,熊本市中央区,手取本町,２－１
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８６０-８６８１ 熊本第一信用金庫,熊本県,熊本市中央区,花畑町,１０－２９

８６０-８６２４ 熊本西税務署,熊本県,熊本市中央区,二の丸,１－４

８６０-８６６０ 商工組合中央金庫 熊本支店,熊本県,熊本市中央区,城東町,２－２３

８６０-８６８８ 大和証券 (株) 熊本支店,熊本県,熊本市中央区,花畑町,１２－２８

８６０-８６０５ 日本生命保険 相互会社 熊本支社,熊本県,熊本市中央区,中央街,２－１１

８６０-８６０４ 野村證券 (株) 熊本支店,熊本県,熊本市中央区,花畑町,１２－３０

８６２-８７１６ (財） ポスタルサービスセンター 九州地方本部,熊本県,熊本市中央区,神水,２-７－１

０

８６２-８６５５ 医療法人 創起会 くまもと森都総合病院,熊本県,熊本市中央区,大江,３－２－６５

８６２-８６７７ 開新高等学校,熊本県,熊本市中央区,大江,６-１－３３

８６２-８６０１ (株) 熊本銀行,熊本県,熊本市中央区,水前寺,６-２９－２０

８６２-８５０４ (株) 熊本県民テレビ,熊本県,熊本市中央区,大江,２-１番１０号

８６２-８７４４ (株) 再春館製薬所,熊本県,熊本市中央区,帯山,４-１７－１

８６２-８６３３ (株) ヤマックス,熊本県,熊本市中央区,水前寺,３-９－５

８６２-８６７８ 学校法人 尚絅学園,熊本県,熊本市中央区,九品寺,２-６－７８

８６２-８６７６ 九州学院,熊本県,熊本市中央区,大江,５-２－１

８６２-８６８０ 熊本学園大学,熊本県,熊本市中央区,大江,２-５－１

８６２-８６１０ 熊本県 警察本部,熊本県,熊本市中央区,水前寺,６-１８－１

８６２-８６０９ 熊本県教育庁,熊本県,熊本市中央区,水前寺,６-１８－１

８６２-８５７１ 熊本県県央広域本部税務部,熊本県,熊本市中央区,水前寺,６-１８－１

８６２-８６１２ 熊本県立図書館,熊本県,熊本市中央区,出水,２-５－１

８６２-８６２０ 熊本市水道局,熊本県,熊本市中央区,水前寺,６-２－４５

８６２-８６８８ 熊本労働基準監督署,熊本県,熊本市中央区,大江,３-１－５３

８６２-８６６６ 住友海上火災保険 (株) 熊本支店,熊本県,熊本市中央区,新屋敷,１-５－１

８６２-８５２０ 全国健康保険協会 熊本支部,熊本県,熊本市中央区,水前寺,１-２０－２２

８６２-８５８５ 西日本電信電話 (株) 熊本支店,熊本県,熊本市中央区,九品寺,２００１/２/１１

８６２-８７９４ 日本郵政 (株) 共通事務管理事務所,熊本県,熊本市中央区,大江,３－１－６６

８６２-８７９４ 日本郵政スタッフ (株) 九州ＢＰＯセンター,熊本県,熊本市中央区,大江,３－１－６６

８６２-８６６０ ヒノマル (株),熊本県,熊本市中央区,九品寺,５-７－２９

８６２-８６５１ 三井海上火災保険 (株) 熊本支店,熊本県,熊本市中央区,新屋敷,１-５－１

８６２-８６０３ 湧心館高等学校,熊本県,熊本市中央区,出水,４-１－２

８６２-８５７０ 熊本県庁,熊本県,熊本市中央区,水前寺,６-１８－１

８６１-２１９２ 熊本県 畜産農業協同組合連合会,熊本県,熊本市東区,桜木,６-３－５４

８６１-８５１４ 熊本果実農業協同組合連合会,熊本県,熊本市東区,小山町,１８４６

８６２-８６３９ 熊本県国民健康保険団体連合会,熊本県,熊本市東区,健軍,２-４番１０号

８６２-８５０２ 熊本県立大学,熊本県,熊本市東区,月出,３-１－１００

８６２-８５０５ 熊本市立熊本市民病院,熊本県,熊本市東区,東町,４-１－６０

８６１-８５２０ 熊本赤十字病院,熊本県,熊本市東区,長嶺南,２-１－１

８６２-８５１０ 熊本東警察署,熊本県,熊本市東区,東町,３-１１－４８

８６２-８７０２ 熊本東税務署,熊本県,熊本市東区,東町,３-２－５３

８６１-８５０１ 熊本リコー (株),熊本県,熊本市東区,下南部,３-１０－３２

８６２-８６５２ 東海大学 熊本校舎,熊本県,熊本市東区,渡鹿,２００９/１/１

８６１-８５２８ 日赤熊本健康管理センター,熊本県,熊本市東区,長嶺南,２-１－１

８６２-８５５５ 東区役所,熊本県,熊本市東区,東本町,１６番３０号

８６２-８５０８ ファミリー音楽産業 (株),熊本県,熊本市東区,健軍本町,６－２１

８６２-８７２０ 防衛庁陸上自衛隊 健軍駐屯地,熊本県,熊本市東区,東町,１-１－１

８６２-８７１０ 防衛庁陸上自衛隊 西部方面総監部,熊本県,熊本市東区,東町,１-１－１

８６０-８５１５ 医療法人 金澤会 青磁野リハビリテーション病院,熊本県,熊本市西区,島崎,２-２２－１

５

８６０-８５２３ (株) レイメイ藤井,熊本県,熊本市西区,上熊本,１-２－６

８６０-８５８５ 九州財務局,熊本県,熊本市西区,春日,２-１０番１号

８６０-８５６６ 九州電力 (株) 熊本西営業所,熊本県,熊本市西区,上熊本,２-１２－１０

８６０-８５２７ 九州農政局,熊本県,熊本市西区,春日,２-１０番１号

８６０-８７９２ 九州物流センター,熊本県,熊本市西区,春日,５-１７番９号

８６０-８５１６ 熊本朝日放送 (株),熊本県,熊本市西区,二本木,１-５番１２号

８６０-８６０３ 熊本国税局,熊本県,熊本市西区,春日,２-１０番１号

８６０-８５１４ 熊本労働局,熊本県,熊本市西区,春日,２-１０番１号

８６０-８５０８ 金剛 (株),熊本県,熊本市西区,上熊本,３-８－１

８６０-８７９５ 総務省 九州総合通信局,熊本県,熊本市西区,春日,２-１０番１号

８６０-８５０５ 日本郵政スタッフ (株),熊本県,熊本市西区,春日,１-１２－１０

８６０-８６２５ 熊本製粉 (株),熊本県,熊本市西区,花園,１-２５－１

８６１-５２９２ 西区役所,熊本県,熊本市西区,小島,２-７番１号

８６０-８５５０ 木村医療器 (株),熊本県,熊本市南区,江越,２-６－３

８６１-４１９６ 阿蘇健康 (株),熊本県,熊本市南区,富合町杉島,５４

８６１-４１９８ 熊本ヤマハ (株),熊本県,熊本市南区,南高江,３-２－１

８６１-４１９３ 社会福祉法人 恩賜財団 済生会熊本病院,熊本県,熊本市南区,近見,５-３－１

８６１-４１９２ 南九州コカ・コーラボトリング (株),熊本県,熊本市南区,南高江,３-５－１

８６１-４１８９ 南区役所,熊本県,熊本市南区,富合町清藤,４０５-３

８６２-８６１１ (株) ナカムラ 熊本支店,熊本県,熊本市南区,流通団地,１-４９

８６２-８７０１ 九州伊藤忠食品 (株),熊本県,熊本市南区,田迎,６-１１－４６



８６２-８６３５ 九州産交運輸 (株),熊本県,熊本市南区,流通団地,２-２０－３

８６２-８６２２ 蔵野 (株),熊本県,熊本市南区,流通団地,１-４７

８６０-８５１８ 医療法人社団 寿量会（熊本機能病院）,熊本県,熊本市北区,山室,６-８－１

８６０-８５１８ 医療法人社団 寿量会（清雅園）,熊本県,熊本市北区,山室,６-８－１

８６０-８５１８ 医療法人社団 寿量会（熊本市北２地域包括支援センター清水・高平）,

８６０-８５１８ 熊本県,熊本市北区,山室,６-８－１

８６０-８５１８ 医療法人社団 寿量会（熊本健康・体力作りセンター）,熊本県,熊本市北区,山室,６-

８－１

８６０-８５６８ ＫＭバイオロジクス (株),熊本県,熊本市北区,大窪,１-６－１

８６０-８５４０ コマツ西日本 (株),熊本県,熊本市北区,高平,３-４１－１３

８６１-８５２９ 陸上自衛隊 北熊本駐屯地,熊本県,熊本市北区,八景水谷,２-１７番１号

８６１-８５３８ 学校法人 尚絅学園 尚絅大学,熊本県,熊本市北区,楡木,６-５－１

８６１-０１９５ 北区役所,熊本県,熊本市北区,植木町岩野,２３８-１

８６１-０１９８ 平田機工 (株）,熊本県,熊本市北区,植木町一木,１１１

８６１-５５９２ (株) テレビ熊本,熊本県,熊本市北区,徳王,１-８番１号

８６１-５５９８ 熊本保健科学大学,熊本県,熊本市北区,和泉町,３２５

８６６-８６８６ (株) 興人 八代工場,熊本県,八代市,興国町,１－１

８６６-８５０２ 学校法人 八商学園中九州短期大学,熊本県,八代市,平山新町,４４３８

８６６-８５５５ 熊本県八代事務所,熊本県,八代市,西片町,１６６０

８６６-８５０１ 熊本高等専門学校 八代キャンパス,熊本県,八代市,平山新町,２６２７

８６６-８５８５ 熊本地方裁判所八代支部・八代簡易裁判所,熊本県,八代市,西松江城町,１－４１

８６６-８６６０ 健康保険八代総合病院,熊本県,八代市,松江城町,２－２６

８６６-８５１０ 白石製菓 (株),熊本県,八代市,新浜町,２００１/１/２８

８６６-８５３３ 独立行政法人 労働者健康福祉機構 熊本労災病院,熊本県,八代市,竹原町,１６７０

８６６-８６０２ 日本製紙 (株) 八代工場,熊本県,八代市,十条町,１－１

８６６-８５０３ 八代社会保険事務所,熊本県,八代市,萩原町,２-１１－４１

８６６-８６０１ 八代市役所,熊本県,八代市,松江城町,１－２５

８６６-８６０５ 八代税務署,熊本県,八代市,花園町,１６－２

８６６-８５１１ ＹＫＫ (株) 九州工場,熊本県,八代市,新港町,１-１０

８６９-４２９２ 八代市 鏡支所,熊本県,八代市,鏡町内田,４５３-１

８６８-８５０８ (株) バイオ・コーポレーション,熊本県,人吉市,宝来町,１３４０－２

８６８-８５０３ 熊本県球磨事務所,熊本県,人吉市,西間下町, 1-８６

８６８-８５１５ 熊本県立 球磨工業高等学校,熊本県,人吉市,城本町,８００

８６８-８５１１ 熊本県立 人吉高等学校,熊本県,人吉市,北泉田町,３５０

８６８-８５５５ 健康保険人吉総合病院,熊本県,人吉市,老神町,３５

８６８-８５０５ 高橋酒造 (株),熊本県,人吉市,合ノ原町,４９８-

８６８-８６０１ 人吉市役所,熊本県,人吉市,麓町,１６

８６４-８６８６ 荒尾市役所,熊本県,荒尾市,宮内出目,３９０

８６４-８５０１ 五木食品 (株) 荒尾工場,熊本県,荒尾市,増永,２８００-の２

８６４-８６１１ 第一製網 (株),熊本県,荒尾市,増永,１８５０

８６７-８５０１ ＪＮＣ (株) 水俣研究所,熊本県,水俣市,野口町,１番１号

８６７-８５０１ ＪＮＣ (株) 水俣製造所,熊本県,水俣市,野口町,１番１号

８６７-８５８５ 生活協同組合 水光社,熊本県,水俣市,古賀町,１-１－１

８６７-８５０１ チッソ (株) 水俣本部,熊本県,水俣市,野口町,１－１

８６７-８５５５ 水俣市役所,熊本県,水俣市,陣内,１-１－１

８６１-５４９５ (株) 天水,熊本県,玉名市,天水町小天,７２６２

８６１-５４９３ 玉名市教育委員会 天水出張所,熊本県,玉名市,天水町小天, 1-３７

８６１-５４９２ 玉名市役所 天水総合支所,熊本県,玉名市,天水町小天,5-９５

８６１-５４９４ 玉名農業協同組合 天水支所,熊本県,玉名市,天水町小天, 1-３９

８６５-８５５０ 学校法人 松本学園,熊本県,玉名市,中,４-

８６５-８５０１ 玉名市役所,熊本県,玉名市,岩崎,１６３

８６５-８５１１ 玉名女子高等学校,熊本県,玉名市,岩崎,１０６１

８６５-８５５５ 玉名農業協同組合,熊本県,玉名市,六田,７番１

８６５-８５７７ 司観光開発 (株),熊本県,玉名市,繁根木,１３１－１

８６５-８５３３ 蓮華院 誕生寺,熊本県,玉名市,築地,２２８８

８６９-０２９５ 熊本県立 玉名工業高等学校,熊本県,玉名市,岱明町下前原,３６８

８６９-０２９３ 専修大学玉名高等学校,熊本県,玉名市,岱明町野口,１０４６

８６９-０２９２ 岱明町総合支所,熊本県,玉名市,岱明町野口,２１２９

８６１-０３９２ 山鹿市役所 鹿本市民センター,熊本県,山鹿市,鹿本町来民,６８６-１

８６１-０５９６ オムロンリレーアンドデバイス (株),熊本県,山鹿市,杉,１１００

８６１-０５９５ 鹿本農業協同組合,熊本県,山鹿市,大字山鹿,１０２６－１７

８６１-０５９４ 熊本県 鹿本事務所,熊本県,山鹿市,大字山鹿,１０２６－３

８６１-０５９８ 城北高等学校,熊本県,山鹿市,大字志々岐,字大野原７９８

８６１-０５９３ 山鹿市民医療センター,熊本県,山鹿市,山鹿,５１１-

８６１-０５９２ 山鹿市役所,熊本県,山鹿市,山鹿,９８７-３

８６１-０６９８ (株) フォレスト,熊本県,山鹿市,鹿北町岩野,１５

８６１-０６９２ 山鹿市役所 鹿北市民センター,熊本県,山鹿市,鹿北町４丁,１６１２-

８６１-１２９５ 菊池市役所 泗水総合支所,熊本県,菊池市,泗水町福本,３８３

８６１-１３９２ 菊池市役所,熊本県,菊池市,隈府,８８８

８６１-１３９４ 菊池市役所 七城総合支所,熊本県,菊池市,七城町砂田,１４５７-



８６９-１２９５ 菊池市役所 旭志総合支所,熊本県,菊池市,旭志小原,２４０

８６９-１２９８ ＫＭバイオロジクス (株) 菊池研究所,熊本県,菊池市,旭志川辺,１３１４－１

８６９-０４９３ 宇土 税務署,熊本県,宇土市,北段原町,１５

８６９-０４９２ 宇土市役所,熊本県,宇土市,浦田町,５１

８６９-０４９４ 西田鉄工 (株),熊本県,宇土市,松山町,４５４１

８６１-６１９５ 有限会社 熊本小型船舶教習所,熊本県,上天草市,松島町合津,６２１５－２２

８６６-０１９５ 上天草市 姫戸統括支所,熊本県,上天草市,姫戸町姫浦,3-０２

８６６-０２９５ 上天草看護専門学校,熊本県,上天草市,龍ヶ岳町高戸,１４１９－２

８６６-０２９２ 上天草市 龍ヶ岳統括支所,熊本県,上天草市,龍ヶ岳町高戸,１４１２

８６６-０２９３ 上天草市立 上天草総合病院,熊本県,上天草市,龍ヶ岳町高戸,１４１９－１９

８６９-３６９２ 上天草市役所 大矢野庁舎,熊本県,上天草市,大矢野町上,１５１４

８６１-４３９２ 宇城市役所 豊野支所,熊本県,宇城市,豊野町糸石, 1-１６

８６９-０５９２ 宇城市役所,熊本県,宇城市,松橋町大野,８５

８６９-０５９３ 独立行政法人 国立病院機構 熊本南病院,熊本県,宇城市,松橋町豊福,２３３８

８６９-０５９８ 山崎製パン (株) 熊本工場,熊本県,宇城市,松橋町浦川内,２３８８

８６９-０６９６ 宇城市役所 小川支所,熊本県,宇城市,小川町江頭,１００

８６９-３２９６ 宇城市役所 三角支所,熊本県,宇城市,三角町波多,２１３－１

８６９-２６９５ 阿蘇市役所,熊本県,阿蘇市,一の宮町宮地,５０４－１

８６９-２６９３ 阿蘇税務署,熊本県,阿蘇市,一の宮町宮地,１９４４

８６９-２６９６ オムロン阿蘇 (株）,熊本県,阿蘇市,一の宮町宮地,４４２９

８６９-２６９２ 国立 阿蘇青年の家,熊本県,阿蘇市,一の宮町宮地,６０２９

８６１-６３９５ 天草市役所 栖本支所,熊本県,天草市,栖本町馬場,１７９

８６１-７２９２ 天草市役所 有明支所,熊本県,天草市,有明町赤崎,３３８３

８６３-８６８６ 天草税務署,熊本県,天草市,古川町,４－２

８６３-８５５５ 九州電力 (株) 天草営業所,熊本県,天草市,丸尾町,１６番４０号

８６３-８５８５ 熊本地方裁判所 天草支部,熊本県,天草市,諏訪町,１６－２４

８６３-１９９２ 天草市役所 牛深支所,熊本県,天草市,牛深町,２２８６－１０３

８６３-２２９２ 天草市役所 五和支所,熊本県,天草市,五和町御領,２９４３

８６３-２８９５ 天草市役所 天草支所,熊本県,天草市,天草町高浜南,７２１－９

８６３-８６３１ 天草市役所,熊本県,天草市,東浜町,８－１

８６１-１１９８ (株) アドバンスト・ディスプレイ,熊本県,合志市,御代志,９９７

８６１-１１９２ 九州沖縄 農業研究センター,熊本県,合志市,須屋,２４２１

８６１-１１９５ 合志市役所,熊本県,合志市,竹迫,２１４０

８６１-１１９３ 合志市役所 西合志庁舎,熊本県,合志市,御代志,１６６１－１

８６１-１１９７ 三菱電機 (株) 熊本工場,熊本県,合志市,御代志,９９７-

８６１-４４９２ 美里町役場,熊本県,下益城郡美里町,馬場,１１００-

８６１-０８９２ 熊本県立 南関高等学校,熊本県,玉名郡南関町,大字関町,６４

８６１-０８９８ 南関町役場,熊本県,玉名郡南関町,大字関町,１３１６

８６９-０１９８ 長洲町役場,熊本県,玉名郡長洲町,大字長洲,２７６６

８６９-０１９３ 日立造船ディーゼルアンドエンジニアリング (株),

８６９-０１９３ 熊本県,玉名郡長洲町,大字有明,１

８６９-０１９２ 不二ライトメタル (株),熊本県,玉名郡長洲町,長洲,２１６８-

８６１-０９９２ 和水町役場 三加和総合支所,熊本県,玉名郡和水町,板楠,７０

８６５-０１９２ 和水町役場,熊本県,玉名郡和水町,江田,３８８６

８６５-０１９３ パナソニックプレシジョンデバイス (株),熊本県,玉名郡和水町,高野,１０８０

８６９-１２９２ 大津町役場,熊本県,菊池郡大津町,大字大津,１２３３

８６９-１２９３ 本田技研工業 (株) 熊本製作所,熊本県,菊池郡大津町,大字平川,１５００

８６９-１１９３ 阿蘇製薬 (株),熊本県,菊池郡菊陽町,大字津久礼,９１－１

８６９-１１９２ 菊陽町役場,熊本県,菊池郡菊陽町,大字久保田,２８００

８６９-２４９３ 三愛観光 (株),熊本県,阿蘇郡南小国町,大字満願寺,7-２１

８６９-２４９２ 南小国町役場,熊本県,阿蘇郡南小国町,大字赤馬場,１４３

８６９-２５９５ 阿蘇小国郷農業協同組合,熊本県,阿蘇郡小国町,大字宮原,２３００

８６９-２５９２ 小国町役場,熊本県,阿蘇郡小国町,大字宮原,１５６７－１

８６９-２５９８ (株) 杖立観光ホテルひぜんや,熊本県,阿蘇郡小国町,大字下城,４２２３

８６９-２５９３ 熊本県立 小国高等学校,熊本県,阿蘇郡小国町,大字宮原,１８８７－１

８６１-２４９２ 西原村役場,熊本県,阿蘇郡西原村,大字小森,３２５９

８６１-３２９５ 平成音楽大学,熊本県,上益城郡御船町,大字滝川,１６５８

８６１-３２９６ 御船町役場,熊本県,上益城郡御船町,大字御船,９９５－１

８６１-３１９２ 嘉島町役場,熊本県,上益城郡嘉島町,上島,６３６－３

８６１-３１９４ (株) 清永宇蔵商店,熊本県,上益城郡嘉島町,上仲間,２９４－２２

８６１-３１９６ (株) 野島鉄鋼店,熊本県,上益城郡嘉島町,井寺,２５０

８６１-３１９５ 白熊商事 (株),熊本県,上益城郡嘉島町,上仲間,２２７－１６

８６１-３１９３ 医療法人 回生会 リハビリテーションセンター 熊本回生会病院,

８６１-３１９３ 熊本県,上益城郡嘉島町,鯰,１８８０

８６１-２２９３ 井関熊本製造所,熊本県,上益城郡益城町,大字安永,１４００

８６１-２２９７ 井関農機 (株） 九州支店,熊本県,上益城郡益城町,大字安永,１４００

８６１-２２９６ 城野印刷所,熊本県,上益城郡益城町,大字広崎,１６３０－１

８６１-２２９５ 益城町役場,熊本県,上益城郡益城町,大字宮園,７０２

８６１-４６９６ 甲佐町役場,熊本県,上益城郡甲佐町,大字豊内,７１９-４

８６１-３５９２ 山都町役場,熊本県,上益城郡山都町,浜町,６



８６９-５３９２ 芦北町役場 田浦基幹支所,熊本県,葦北郡芦北町,大字田浦町,６５３

８６９-５３９３ 東海カーボン (株) 田浦工場,熊本県,葦北郡芦北町,大字小田浦,９５９－１

８６９-５４９８ 芦北町役場,熊本県,葦北郡芦北町,大字芦北,２０１５

８６９-５６９２ 津奈木町役場,熊本県,葦北郡津奈木町,大字小津奈木,２１２３

８６８-０３９３ 九州武蔵精密 (株),熊本県,球磨郡錦町,大字一武,狩政下２６０５－７

８６８-０３９２ 錦町役場,熊本県,球磨郡錦町,大字一武,１５８７

８６８-０５９２ 味岡建設 (株),熊本県,球磨郡多良木町,大字多良木,１４４－１

８６８-０５９８ 球磨郡公立 多良木病院,熊本県,球磨郡多良木町,大字多良木,４２１０

８６８-０５９３ 合資会社 高橋酒造本店,熊本県,球磨郡多良木町,大字奥野,８１３

８６８-０５９７ 酒井物産 (株),熊本県,球磨郡多良木町,大字多良木,２７９７

８６８-０５９５ 多良木町役場,熊本県,球磨郡多良木町,大字多良木,１６４８

８６８-０７９５ 水上村役場,熊本県,球磨郡水上村,大字岩野,９０

８６８-８５０１ 相良村役場,熊本県,球磨郡相良村,大字深水, 1-００

８６８-８５０２ 山江村役場,熊本県,球磨郡山江村,大字山田,甲１３５６－１




