
８８０-８７２５ ＳＭＢＣ日興証券 (株) 宮崎支店,宮崎県,宮崎市,橘通西,４-１番３２号

８８０-８６２５ ＳＭＢＣ日興証券 (株) 宮崎支店,宮崎県,宮崎市,橘通西,４-１番３２号

８８０-８５８３ (株) エフエム宮崎,宮崎県,宮崎市,祇園,２-７８

８８０-８５５０ (株) 志多組,宮崎県,宮崎市,高千穂通,１-４－３０

８８０-８５８６ (株) 橘百貨店,宮崎県,宮崎市,橘通西,３-１０－３２

８８０-８５３５ (株) テレビ宮崎,宮崎県,宮崎市,祇園,２-７８

８８０-８５７６ (株) 宮崎サンシャインエフエム,宮崎県,宮崎市,大淀,４-６番２８号

８８０-８６０６ (株) 宮崎太陽銀行,宮崎県,宮崎市,広島,２-１－３１

８８０-８５５９ (株) ライフ 宮崎支店,宮崎県,宮崎市,高千穂通,２-５番３２号

８８０-８５０３ 学校法人 宮崎学園 宮崎学園高等学校,宮崎県,宮崎市,昭和町,３

８８０-８５４４ 九州電力 (株) 宮崎支店,宮崎県,宮崎市,橘通西,４-２－２３

８８０-８５１０ 県立宮崎病院,宮崎県,宮崎市,北高松町,５－３０

８８０-８５２３ 国土交通省 九州地方整備局 宮崎河川国道事務所,宮崎県,宮崎市,大工,２-３９

８８０-８５５７ (財) 宮崎県立 芸術劇場,宮崎県,宮崎市,船塚,３-２１０-

８８０-８５１５ 社会福祉法人 宮崎県社会福祉協議会,宮崎県,宮崎市,原町,２－２２

８８０-８５１９ 社団法人 宮崎県トラック協会,宮崎県,宮崎市,恒久,１-９－３

８８０-８５７７ ジャスコ宮崎店,宮崎県,宮崎市,新別府町,江口８６２－１

８８０-８５０８ 住友生命保険 相互会社 宮崎支社,宮崎県,宮崎市,高千穂通,１-６－３５

８８０-８５３０ 生活協同組合 コープみやざき,宮崎県,宮崎市,瀬頭,２-１０－２６

８８０-８５４６ 全国健康保険協会 宮崎支部,宮崎県,宮崎市,橘通東,１-７－４

８８０-８５１１ 東京海上日動火災保険 (株) 宮崎支店,宮崎県,宮崎市,広島,２-５－１１

８８０-８５８０ 独立行政法人 航空大学校,宮崎県,宮崎市,大字赤江,字飛江田

８８０-８５３９ 西日本電信電話 (株) 宮崎支店,宮崎県,宮崎市,広島,１-５番３号

８８０-８６４９ 日本生命保険 相互会社 宮崎支社,宮崎県,宮崎市,高千穂通,２-５－３２

８８０-８５４５ フェニックスリゾート (株),宮崎県,宮崎市,山崎町,浜山

８８０-８５６１ ホテル マリックス,宮崎県,宮崎市,千草町,１５番８号

８８０-８５３２ 南日本信販 (株) 宮崎支店,宮崎県,宮崎市,高千穂通,１-６－３８

８８０-８５１２ 宮崎観光ホテル,宮崎県,宮崎市,松山,１-１－１

８８０-８５２２ 宮崎ガス (株),宮崎県,宮崎市,阿波岐原町,野間３１１－１

８８０-８５０９ 宮崎県 警察本部,宮崎県,宮崎市,旭,１-８番２８号

８８０-８５５６ 宮崎県 経済農業協同組合連合会,宮崎県,宮崎市,霧島,１-１-１

８８０-８５８１ 宮崎県 国民健康保険団体連合会,宮崎県,宮崎市,下原町,２３１-１

８８０-８５２５ 宮崎県 市町村職員共済組合,宮崎県,宮崎市,瀬頭,２-４－１５

８８０-８５１８ 宮崎県 赤十字血液センター,宮崎県,宮崎市,大字恒久,８８５－１

８８０-８５０２ 宮崎県教育委員会,宮崎県,宮崎市,橘通東,１-９－１０

８８０-８５５５ 宮崎県警察本部運転免許課,宮崎県,宮崎市,阿波岐原町,前浜４２７６－５

８８０-８５０１ 宮崎県庁,宮崎県,宮崎市,橘通東,２-１０－１

８８０-８５６７ 宮崎県立 宮崎工業高等学校,宮崎県,宮崎市,天満町,９－１

８８０-８５３３ 宮崎公共職業安定所,宮崎県,宮崎市,柳丸町,１３１

８８０-８５７５ 宮崎交通 (株),宮崎県,宮崎市,大淀,４-１０番８号

８８０-８５２０ 宮崎公立大学,宮崎県,宮崎市,船塚,１-１－２

８８０-８５５８ 宮崎ゴルフ (株),宮崎県,宮崎市,大字田吉,字松崎４８５５－９０

８８０-８５０７ 宮崎市水道局,宮崎県,宮崎市,鶴島,３-２５２

８８０-８５１７ 宮崎シティエフエム (株),宮崎県,宮崎市,橘通東,１-５－８

８８０-８５８８ 宮崎社会保険事務所,宮崎県,宮崎市,天満,２-４－２３

８８０-８５０５ 宮崎市役所,宮崎県,宮崎市,橘通西,１-１－１

８８０-８６０４ 宮崎第一信用金庫,宮崎県,宮崎市,橘通東,２-４番１号

８８０-８５６６ 宮崎地方検察庁,宮崎県,宮崎市,瀬頭,２-７－１１

８８０-８５４３ 宮崎地方裁判所,宮崎県,宮崎市,旭,２-３－１３

８８０-８５１３ 宮崎地方法務局,宮崎県,宮崎市,別府町,１番１号

８８０-８５２７ ヤマエ久野 (株) 宮崎支店,宮崎県,宮崎市,江平東町,５－１１

８８０-８５５１ 有限会社 鉱脈社,宮崎県,宮崎市,田代町,２６３-

８８０-０２９３ (株) ホンダロック,宮崎県,宮崎市,佐土原町下那珂,字和田山３７００

８８０-０２９４ (株) ホンダロック 広瀬工場,宮崎県,宮崎市,佐土原町下那珂,２９５７－５１

８８０-０２９５ 九州中川ヒューム管工業 (株),宮崎県,宮崎市,佐土原町下田島,２００４８

８８０-０２９７ 宮崎市役所 佐土原総合支所,宮崎県,宮崎市,佐土原町下田島,２０６６０

８８０-０２９８ 宮崎松下電器 (株),宮崎県,宮崎市,佐土原町下田島,７８２６－２８

８８０-８６１０ 第一生命保険 (株) 宮崎支社,宮崎県,宮崎市,広島,１-１８番１３号

８８０-２２９３ 宮崎刑務所,宮崎県,宮崎市,大字糸原,４６２３

８８０-２２９２ 宮崎市役所 高岡総合支所,宮崎県,宮崎市,高岡町内山,２８８７

８８０-８５７０ (株) 宮崎日日新聞社,宮崎県,宮崎市,高千穂通,１-１－３３

８８０-８６６８ 雲海酒造 (株),宮崎県,宮崎市,昭栄町,４５－１

８８０-８６３３ ＮＨＫ 宮崎放送局,宮崎県,宮崎市,江平西,２-２－１５

８８０-８６０１ (株) 宮崎銀行,宮崎県,宮崎市,橘通東,４-３－５

８８０-８６０５ (株) 宮崎信販,宮崎県,宮崎市,高千穂通,１-３－３０

８８０-８６３９ (株) 宮崎放送,宮崎県,宮崎市,橘通西,４-６－７

８８０-８６０２ (株) 宮崎山形屋,宮崎県,宮崎市,橘通東,３-４－１２

８８０-８６６６ 宮崎 税務署,宮崎県,宮崎市,広島,１-１０－１

８８９-１６９３ ＳＵＭＣＯ ＴＥＣＨＸＩＶ (株) 宮崎工場,宮崎県,宮崎市,清武町木原,１１１２

８８９-１６９６ 宮崎市 清武総合支所,宮崎県,宮崎市,清武町船引,２０４-
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８８９-１６９２ 宮崎大学 医学部,宮崎県,宮崎市,清武町木原,５２００

８８９-１６９５ ラピスセミコンダクタ宮崎 (株),宮崎県,宮崎市,清武町木原,７２７-

８８９-１７９５ 田野総合支所,宮崎県,宮崎市,田野町甲,２８１８

８８９-２１９２ 宮崎大学,宮崎県,宮崎市,学園木花台西,１-１

８８５-８５１１ エヌ・ティ・ティマーケティングアクト南九州 (株) 都城営業所,

８８５-８５１１ 宮崎県,都城市,前田町,１－１

８８５-８６０１ 大浦 (株),宮崎県,都城市,中町,１４－１５

８８５-８５３３ (株) シティエフエム都城,宮崎県,都城市,平江町,２街区１３号

８８５-８５８５ 九州電力 (株) 都城営業所,宮崎県,都城市,姫城町,5-３３

８８５-８５８８ 霧島酒造 (株),宮崎県,都城市,下川東,４-２８－１

８８５-８５６７ 都城工業高等専門学校,宮崎県,都城市,吉尾町,４７３－１

８８５-８５０２ 都城高等学校,宮崎県,都城市,蓑原町,７９１６

８８５-８５０１ 都城社会保険事務所,宮崎県,都城市,一万城町, 1-７１

８８５-８５５５ 都城市役所,宮崎県,都城市,姫城町,６－２１

８８５-８６１１ 都城商工会議所,宮崎県,都城市,姫城町,４－１

８８５-８６１８ 都城税務署,宮崎県,都城市,上町,２－１１

８８５-８６１０ 宮崎銀行 都城支店,宮崎県,都城市,上町,８－１３

８８５-８６３６ 吉原建設(株),宮崎県,都城市,中原町,３２－１

８８５-１２９２ (株) シンコー,宮崎県,都城市,高城町大井手, 1-４５

８８５-１２９５ 都城市 高城総合支所,宮崎県,都城市,高城町穂満坊,３０６

８８５-１２９８ 宮崎県立 高城高等学校,宮崎県,都城市,高城町穂満坊,１５６

８８９-１８９２ 都城市総合支所,宮崎県,都城市,山之口町花木,２００５

８８９-４５９２ 都城市 高崎総合支所,宮崎県,都城市,高崎町大牟田,１１５０－１

８８２-８６８８ 旭有機材工業 (株),宮崎県,延岡市,中の瀬町,２-５９５５-

８８２-８５０８ 九州保健福祉大学,宮崎県,延岡市,吉野町,１７１４番１

８８２-８６７８ 国民生活金融公庫 延岡支店,宮崎県,延岡市,瀬之口町,１-３－１０

８８２-８５０３ 日本年金機構 延岡年金事務所,宮崎県,延岡市,大貫町,１-２９７８－２

８８２-８６８６ 延岡市役所,宮崎県,延岡市,東本小路,２－１

８８２-８６１１ 宮崎銀行 延岡支店,宮崎県,延岡市,南町,１-２－５

８８２-８５８５ 宮崎地方裁判所延岡支部,宮崎県,延岡市,東本小路,１２１-

８８２-０１９２ 延岡市 北方町総合支所,宮崎県,延岡市,北方町川水流,卯６８２-

８８２-８６６６ 延岡税務署,宮崎県,延岡市,大貫町,１-２９１５-

８８９-０１９２ 延岡市 北川町総合支所,宮崎県,延岡市,北川町川内名,７２５０

８８９-０３９２ 延岡市 北浦町総合支所,宮崎県,延岡市,北浦町古江,１９３０-

８８９-０５９２ (株) 三和,宮崎県,延岡市,石田町, 1-７５

８８９-０５９５ 清本鐵工 (株),宮崎県,延岡市,土々呂町,６-１６３３

８８７-８５８５ 日南市役所,宮崎県,日南市,中央通,１-１－１

８８７-８６８６ 日南税務署,宮崎県,日南市,上平野町,１-８－４（

８８９-２４９２ 日南市 北郷町総合支所,宮崎県,日南市,北郷町郷之原,乙１４７７

８８６-８５１２ (株) ロンフレ,宮崎県,小林市,大字真方,２１８

８８６-８５１１ 九州グンゼ (株) 宮崎工場,宮崎県,小林市,大字細野,２７３８

８８６-８５１０ 児玉商事 (株),宮崎県,小林市,大字細野,１３４２－１

８８６-８５０６ 小林工業高等学校,宮崎県,小林市,大字水流迫,６６４－２

８８６-８５０３ 小林市民病院,宮崎県,小林市,大字細野,3-３５

８８６-８５０１ 小林市役所,宮崎県,小林市,大字細野,３００

８８６-８５０２ 小林商工会議所,宮崎県,小林市,大字細野,１８９９－３

８８６-８６０１ 小林税務署,宮崎県,小林市,大字細野,２４３－１

８８６-８５８８ 小林西高等学校,宮崎県,小林市,大字細野,５８８

８８６-８５２０ こばやし農業協同組合,宮崎県,小林市,大字細野,１３２１

８８６-８６１１ 高鍋信用金庫 小林支店,宮崎県,小林市,大字細野,１５９７

８８６-８６０２ 宮崎銀行 小林支店,宮崎県,小林市,本町,２３

８８６-８５０５ 宮崎県立 小林高等学校,宮崎県,小林市,大字真方,１２４

８８６-０１９２ 小林市 須木庁舎,宮崎県,小林市,須木大字中原,１７５７

８８６-０２９２ 小林市 野尻庁舎,宮崎県,小林市,野尻町東麓,１１８３－２

８８３-８５３３ 九州電力 (株） 日向電力所,宮崎県,日向市,北町,１-１１２

８８３-８５８８ 九州電力 (株) 日向営業所,宮崎県,日向市,北町,１-１１２

８８３-８５５５ 日向市役所,宮崎県,日向市,本町,１０－５

８８３-８５８５ 日向製錬所,宮崎県,日向市,船場町,５

８８３-８５０１ 日向農業協同組合,宮崎県,日向市,鶴町,１-３－１２

８８３-８５１０ 放送大学 宮崎地域学習センター,宮崎県,日向市,本町,１１－１１

８８３-０１９２ 日向市役所 東郷町地域自治センター,宮崎県,日向市,東郷町山陰丙,１３７４

８８９-１１９２ 日本ホワイトファーム (株),宮崎県,日向市,美々津町,２２７７-

８８８-８５５５ 串間市役所,宮崎県,串間市,大字西方,５５５０

８８１-８５０１ 西都市役所,宮崎県,西都市,聖陵町,２-１

８８１-８５６７ 西都農業協同組合,宮崎県,西都市,大字右松,２０７１

８８９-４２９２ えびの市役所,宮崎県,えびの市,大字栗下,１２９２

８８９-４３９２ 陸上自衛隊えびの駐屯地,宮崎県,えびの市,大字大河平, 1-５５

８８９-１９９４ 大悟病院,宮崎県,北諸県郡三股町,大字長田,１２７０

８８９-１９９７ ひろせ本店,宮崎県,北諸県郡三股町,稗田,5-５５

８８９-１９９５ 三股町役場,宮崎県,北諸県郡三股町,五本松,１－１



８８９-１９９６ 都城東高校,宮崎県,北諸県郡三股町,大字樺山,１９９６

８８９-４４９２ 高原町役場,宮崎県,西諸県郡高原町,大字西麓,８９９

８８０-１１９６ 九州オリンピア工業 (株),宮崎県,東諸県郡国富町,大字森永,5-６４

８８０-１１９５ 協同紙工 (株),宮崎県,東諸県郡国富町,大字塚原,５００

８８０-１１９３ 国富町 農業協同組合,宮崎県,東諸県郡国富町,大字本庄, 1-７０

８８０-１１９２ 国富町役場,宮崎県,東諸県郡国富町,大字本庄,４８００

８８０-１３９８ 綾町農業協同組合,宮崎県,東諸県郡綾町,大字南俣,４８０－１

８８０-１３９２ 綾町役場,宮崎県,東諸県郡綾町,大字南俣,５１５

８８４-８６６６ 高鍋信用金庫,宮崎県,児湯郡高鍋町,大字高鍋町,６７３

８８４-８６０１ 高鍋税務署,宮崎県,児湯郡高鍋町,大字上江,１２０７－５

８８４-８６５５ 高鍋町役場,宮崎県,児湯郡高鍋町,大字上江,１２０７－１

８８４-８６１１ 宮崎キヤノン (株) 本社高鍋事業所,宮崎県,児湯郡高鍋町,大字南高鍋,１１７００－１

８８９-１４９５ (株) 吉川アールエフセミコン,宮崎県,児湯郡新富町,大字上富田, 1-３７

８８９-１４９２ 航空自衛隊新田原基地,宮崎県,児湯郡新富町,大字新田,１９５８１

８８９-１４９３ 新富町役場,宮崎県,児湯郡新富町,大字上富田,７４９１

８８９-１４９８ 宮崎県立 富養園,宮崎県,児湯郡新富町,大字三納代,2-２６

８８９-０６９８ イチマル産業 (株),宮崎県,東臼杵郡門川町,大字門川尾末,８４９９

８８９-０６９５ 医療法人 浩洋会 田中病院,宮崎県,東臼杵郡門川町,宮ケ原,４-８０

８８９-０６９６ 門川町役場,宮崎県,東臼杵郡門川町,本町,１-１

８８９-０６９２ 済生会支部 宮崎県済生会 日向病院,宮崎県,東臼杵郡門川町,大字門川尾末,８８０

８８９-０６９３ 宮崎県立 門川農業高等学校,宮崎県,東臼杵郡門川町,大字門川尾末,２６８０

８８９-０６９７ 安井 (株),宮崎県,東臼杵郡門川町,大字加草,２７２５

８８３-１３９２ 諸塚村役場,宮崎県,東臼杵郡諸塚村,大字家代,２６８３

８８２-１１９２ 高千穂町役場,宮崎県,西臼杵郡高千穂町,大字三田井,１３

８８２-１２９３ 雲海酒造 (株) 本社工場,宮崎県,西臼杵郡五ヶ瀬町,大字三ヶ所,２１６４

８８２-１２９５ 五ヶ瀬町役場,宮崎県,西臼杵郡五ヶ瀬町,大字三ヶ所,１６７０

８８２-１２９４ 高千穂地区農業協同組合 五ケ瀬支所,宮崎県,西臼杵郡五ヶ瀬町,大字三ヶ所,１０７０５




