
８９０-８５０９ ＮＴＴ西日本 加入権センタ鹿児島,鹿児島県,鹿児島市,鴨池新町,６番２号

８９０-８５０３ 鹿児島銀行 業務集中部,鹿児島県,鹿児島市,鴨池,２-２９－１

８９０-８５６６ 鹿児島県 警察本部,鹿児島県,鹿児島市,鴨池新町,１０－１

８９０-８５１７ 鹿児島県 社会福祉協議会,鹿児島県,鹿児島市,鴨池新町,１－７

８９０-８５５２ 鹿児島県 社会保険診療報酬支払基金,鹿児島県,鹿児島市,宇宿,１-５２－１２

８９０-８５４０ 鹿児島県 信用漁業協同組合連合会,鹿児島県,鹿児島市,鴨池新町,１１－１

８９０-８５２７ 鹿児島県市町村職員共済組合,鹿児島県,鹿児島市,与次郎,２-８番８号

８９０-８５１１ 鹿児島県民総合保健センター,鹿児島県,鹿児島市,下伊敷,３-１－７

８９０-８５０２ 鹿児島県立 鶴丸高等学校,鹿児島県,鹿児島市,薬師,２-１－１

８９０-８５２４ 鹿児島県立鹿児島西高等学校,鹿児島県,鹿児島市,下伊敷,１-１０－３

８９０-８６８６ 鹿児島県立鹿児島聾学校,鹿児島県,鹿児島市,伊敷,１-５２番２７号

８９０-８５５５ 鹿児島公共職業安定所,鹿児島県,鹿児島市,下荒田,１-４３－２８

８９０-８５８１ 鹿児島国際観光(株) 鹿児島サンロイヤルホテル,

８９０-８５８１ 鹿児島県,鹿児島市,与次郎,１-８－１０

８９０-８５８５ 鹿児島市水道局,鹿児島県,鹿児島市,鴨池新町,１－１０

８９０-８５４３ 鹿児島市中央保健所,鹿児島県,鹿児島市,鴨池,２-２５－１－１１

８９０-８７６０ 鹿児島市立病院,鹿児島県,鹿児島市,上荒田町,３７番１号

８９０-８５２５ 鹿児島純心女子短期大学,鹿児島県,鹿児島市,唐湊,４-２２－１

８９０-８５２２ 鹿児島純心女子中学校・高等学校,鹿児島県,鹿児島市,唐湊,４-２２－２

８９０-８５６５ 鹿児島女子短期大学,鹿児島県,鹿児島市,高麗町,６番９号

８９０-８５０８ 鹿児島綜合警備保障 (株),鹿児島県,鹿児島市,与次郎,１-６番３３号

８９０-８５４４ 鹿児島大学 歯学部,鹿児島県,鹿児島市,桜ケ丘,８-３５－１

８９０-８５８０ 鹿児島大学 本部,鹿児島県,鹿児島市,郡元,１-２１－２４

８９０-８５２０ 鹿児島大学医学部医学部附属病院,鹿児島県,鹿児島市,桜ケ丘,８-３５－１

８９０-８５０６ 鹿児島大学医療技術短期大学,鹿児島県,鹿児島市,桜ケ丘,８-３５－１

８９０-８５３２ 鹿児島大学附属図書館 桜ヶ丘分館,鹿児島県,鹿児島市,桜ケ丘,８-３５－１

８９０-８５１８ 鹿児島地方法務局,鹿児島県,鹿児島市,鴨池新町,１－２

８９０-８７９８ 鹿児島逓信病院,鹿児島県,鹿児島市,下伊敷,１-１２－１

８９０-８５７５ かごしま電工 (株),鹿児島県,鹿児島市,新栄町,２－４

８９０-８５４５ 鹿児島労働基準監督署,鹿児島県,鹿児島市,薬師,１-６番３号

８９０-８５６０ (株) アリマコーポレーション,鹿児島県,鹿児島市,新栄町,２０－２１

８９０-８５１２ (株) 鹿児島県建設センター,鹿児島県,鹿児島市,鴨池新町,６－１０

８９０-８５３５ (株) 加根又本店住器建材鹿児島支店,鹿児島県,鹿児島市,西別府町,Jun-００

８９０-８５５０ (株) 迫田,鹿児島県,鹿児島市,与次郎,１-９－１７

８９０-８５３０ (株) 渕紙,鹿児島県,鹿児島市,上荒田町,２９－２２

８９０-８６０３ (株) 南日本新聞社,鹿児島県,鹿児島市,与次郎,１-９番３３号

８９０-８５５８ 九州電力 (株) 鹿児島支店,鹿児島県,鹿児島市,与次郎,２-６－１６

８９０-８５７８ 協立商事(株) (贈りもののデパート協立）,鹿児島県,鹿児島市,与次郎,１-２－３

８９０-８５０４ 志學館大学,鹿児島県,鹿児島市,紫原,１-５９－１

８９０-８５８９ 社団法人 鹿児島県薬剤師会,鹿児島県,鹿児島市,与次郎,２-８－１５

８９０-８５８６ 城山観光 (株),鹿児島県,鹿児島市,新照院町, 1-４１

８９０-８５１５ ＪＡ鹿児島県中央会・信連・経済連・共済連・鹿児島県農業協同組合中央会,

８９０-８５１５ 鹿児島県,鹿児島市,鴨池新町,１５

８９０-８５４１ 自衛隊 鹿児島地方協力本部,鹿児島県,鹿児島市,東郡元町,４番１号

８９０-８５３１ セイカ食品 (株),鹿児島県,鹿児島市,西別府町,7-００

８９０-８５０５ 竹下清蔵商店 (株),鹿児島県,鹿児島市,田上,６-８－２５

８９０-８５１０ 第十管区海上保安本部,鹿児島県,鹿児島市,東郡元町,４－１

８９０-８５８８ 長島商事 (株),鹿児島県,鹿児島市,与次郎,１-６－１４

８９０-８５６７ 南国殖産(株) 鴨池事業所,鹿児島県,鹿児島市,鴨池新町,６－６

８９０-８５２３ 日進包装 (株),鹿児島県,鹿児島市,草牟田,２-４５－３５

８９０-８５３３ 日本年金機構 鹿児島南年金事務所,鹿児島県,鹿児島市,鴨池新町,５番２５号

８９０-８５０１ 日本ガス (株),鹿児島県,鹿児島市,中央町,８－２

８９０-８５０７ 日本たばこ産業 (株) 南九州支社,鹿児島県,鹿児島市,与次郎,２-４番３５号

８９０-８５７０ (株) 南日本放送,鹿児島県,鹿児島市,高麗町,５－２５

８９０-８５７１ (株) 鹿児島放送,鹿児島県,鹿児島市,与次郎,２-５－１２

８９０-８６６６ 鹿児島テレビ放送 (株),鹿児島県,鹿児島市,紫原,６-１５－８

８９０-８５７４ (株) 鹿児島讀賣テレビ,鹿児島県,鹿児島市,与次郎,１-９－３４

８９０-８５７７ 鹿児島県庁,鹿児島県,鹿児島市,鴨池新町,１０－１

８９０-８６０１ (株) ナカムラ,鹿児島県,鹿児島市,新栄町,２１－１１

８９０-８５２１ 日本生命保険 相互会社 鹿児島支社,鹿児島県,鹿児島市,中央町,１１－５

８９０-８７９４ 鹿児島事務所,鹿児島県,鹿児島市,武,１-８－８

８９１-０１８８ イーライフ共和 (株),鹿児島県,鹿児島市,南栄,４-１１－３

８９１-０１９８ 鹿児島県立 開陽高等学校,鹿児島県,鹿児島市,上福元町, 1-９６

８９１-０１９７ 鹿児島国際大学,鹿児島県,鹿児島市,坂之上,８-３４－１

８９１-０１９４ 鹿児島市役所 谷山支所,鹿児島県,鹿児島市,谷山中央,４-４９２７

８９１-０１８０ 鹿児島実業高等学校,鹿児島県,鹿児島市,五ケ別府町,3-９１

８９１-０１９６ (株) サナス,鹿児島県,鹿児島市,南栄,３-２０-

８９１-０１９５ (株) タイヨー,鹿児島県,鹿児島市,南栄,３-１４

８９１-０１８３ (株) ミスミ,鹿児島県,鹿児島市,卸本町,７－２０

８９１-０１８４ (株) レイメイ藤井 鹿児島支店,鹿児島県,鹿児島市,卸本町,６－１８
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８９１-０１８９ 三州産業 (株),鹿児島県,鹿児島市,南栄,４-１１－２

８９１-０１８６ (財) 鹿児島県交通安全協会,鹿児島県,鹿児島市,南栄,５-１－２

８９１-０１９３ 阪東機工 (株),鹿児島県,鹿児島市,東開町,３－６７

８９１-０１８７ ヒノマル (株) 鹿児島支店,鹿児島県,鹿児島市,卸本町,８－２２

８９１-０１８２ 山形屋商事 (株),鹿児島県,鹿児島市,卸本町,５－５

８９１-０１９２ ラ・サール学園,鹿児島県,鹿児島市,小松原,２-１０－１

８９１-１１９２ 鹿児島市郡山支所,鹿児島県,鹿児島市,郡山町,１４１-

８９１-１３９３ 鹿児島県 総合教育センター,鹿児島県,鹿児島市,宮之浦町,８６２

８９１-１３９２ 鹿児島市役所 吉田支所,鹿児島県,鹿児島市,本城町,１６９６

８９１-１３９４ (株) 新日本科学,鹿児島県,鹿児島市,宮之浦町,２４３８

８９１-１３９５ 南九州国分 (株),鹿児島県,鹿児島市,宮之浦町,2-２６

８９１-１５９２ ふるさと観光ホテル,鹿児島県,鹿児島市,古里町,１０７６－１

８９２-８６０３ ＮＨＫ 鹿児島放送局,鹿児島県,鹿児島市,本港新町,４－６

８９２-８６８８ ＮＣガイドショップ,鹿児島県,鹿児島市,東千石町,２－３０

８９２-８５６３ ＭＢＣ開発 (株),鹿児島県,鹿児島市,樋之口町,１－１

８９２-８５４３ 鹿児島県 土地改良事業団体連合会,鹿児島県,鹿児島市,名山町,１０－２２

８９２-８６７７ 鹿児島市役所,鹿児島県,鹿児島市,山下町,１１－１

８９２-８５８８ 鹿児島商工会議所,鹿児島県,鹿児島市,東千石町,１－３８

８９２-８５８６ 鹿児島信用金庫,鹿児島県,鹿児島市,名山町,１－２３

８９２-８５２０ 鹿児島地域振興局 総務企画部,鹿児島県,鹿児島市,小川町,３－５６

８９２-８５０１ 鹿児島地方裁判所,鹿児島県,鹿児島市,山下町,１３－４７

８９２-８５０１ 鹿児島家庭裁判所,鹿児島県,鹿児島市,山下町,１３－４７

８９２-８５０１ 鹿児島簡易裁判所,鹿児島県,鹿児島市,山下町,１３－４７

８９２-８５０１ 鹿児島検察審査会,鹿児島県,鹿児島市,山下町,１３－４７

８９２-８５３５ 鹿児島労働局,鹿児島県,鹿児島市,山下町,１３番２１号

８９２-８６５０ (株) 鹿児島銀行,鹿児島県,鹿児島市,金生町,６－６

８９２-８５３１ (株) さつま屋,鹿児島県,鹿児島市,中町,６－１４

８９２-８５３０ (株) 十字屋,鹿児島県,鹿児島市,平之町,７－３３

８９２-８５８５ (株) ハルタ,鹿児島県,鹿児島市,大黒町,１－１

８９０-８６１０ (株) 三越 鹿児島店,鹿児島県,鹿児島市,呉服町,６番５号

８９２-８６１１ (株) 南日本銀行,鹿児島県,鹿児島市,山下町,１－１

８９２-８５１５ (株) 南日本リビング新聞社,鹿児島県,鹿児島市,泉町,１４番１号

８９２-８５６６ (株) 明昭堂,鹿児島県,鹿児島市,西千石町,１１－１９

８９２-８６０１ (株) 山形屋,鹿児島県,鹿児島市,金生町,３－１

８９２-８５３３ 九州労働金庫 鹿児島県本部,鹿児島県,鹿児島市,山之口町,５－２

８９２-８５０２ 公益社団法人 昭和会 今給黎総合病院,鹿児島県,鹿児島市,下竜尾町,４－１６

８９２-８６２６ 国民生活金融公庫,鹿児島県,鹿児島市,名山町,１－２６

８９２-８５１２ 社団法人 鹿児島共済会 南風病院,鹿児島県,鹿児島市,長田町,３－１４

８９２-８５５０ 社団法人 鹿児島県労働基準協会,鹿児島県,鹿児島市,新屋敷町,１６－１６

８９２-８５３９ 白露カンパニー (株),鹿児島県,鹿児島市,山下町,９－５

８９２-８５４０ 全国健康保険協会 鹿児島支部,鹿児島県,鹿児島市,山之口町,１－１０

８９２-８５５５ 高島屋開発 (株),鹿児島県,鹿児島市,千日町,１－１２

８９２-８６３３ 大和証券 (株) 鹿児島支店,鹿児島県,鹿児島市,金生町,６－９

８９２-８５６７ 東京海上日動火災保険 (株) 鹿児島支店,鹿児島県,鹿児島市,加治屋町,１２－５

８９２-８５５８ 西日本電信電話 (株) 鹿児島支店,鹿児島県,鹿児島市,松原町,４－２６

８９２-８５０５ ＬＥＡＰ出版 (株),鹿児島県,鹿児島市,錦江町,８－２１

８９９-２７９２ 鹿児島市役所松元支所,鹿児島県,鹿児島市,上谷口町,２８８３

８９１-２３９３ 鹿屋体育大学,鹿児島県,鹿屋市,白水町,１

８９１-２３９６ 国立 大隅少年自然の家,鹿児島県,鹿屋市,花里町,赤崩

８９３-８５１０ 海上自衛隊,鹿児島県,鹿屋市,西原,３-１１－２

８９３-８５０１ 鹿屋市役所,鹿児島県,鹿屋市,共栄町,１－２０

８９３-８５０２ 国立療養所星塚敬愛園,鹿児島県,鹿屋市,星塚町,４２０４

８９３-８６１１ 有限会社 財宝,鹿児島県,鹿屋市,新栄町,３５－７

８９３-０２９２ 鹿屋市役所 輝北総合支所,鹿児島県,鹿屋市,輝北町上百引,３９１４-ロ

８９３-１１９８ 鹿児島部品 (株),鹿児島県,鹿屋市,吾平町麓,４２４５

８９３-１１９２ 鹿屋市役所 吾平総合支所,鹿児島県,鹿屋市,吾平町麓,３３１７

８９３-１６９２ 鹿屋市役所 串良総合支所,鹿児島県,鹿屋市,串良町岡崎,２０５９

８９８-８５０１ 枕崎市役所,鹿児島県,枕崎市,千代田町,２７

８９９-１６９６ 阿久根市役所,鹿児島県,阿久根市,鶴見町,２００

８９９-０２９８ 出水 税務署,鹿児島県,出水市,昭和町,２２－１３

８９９-０２９２ 出水市役所,鹿児島県,出水市,緑町,１－３

８９９-０２９３ ＮＥＣ液晶テクノロジー (株) 鹿児島工場,鹿児島県,出水市,大野原町,２０８０

８９９-０２９５ 住化積水フィルム (株) 出水工場,鹿児島県,出水市,上知識町,４８５-

８９９-０２９７ マルイ事業協同組合,鹿児島県,出水市,平和町,２２５

８９９-０４９２ 出水市役所 高尾野支所,鹿児島県,出水市,高尾野町大久保,７

８９１-０４９７ 指宿市役所,鹿児島県,指宿市,十町,２４２４

８９１-０４９３ いわさきホテルズ (株),鹿児島県,指宿市,十二町,３７５５

８９１-０４９８ 独立行政法人 国立病院機構 指宿病院,鹿児島県,指宿市,十二町,４１４５

８９１-０６９２ 指宿市役所 開聞支所,鹿児島県,指宿市,開聞十町,２８６７

８９１-３１９２ 鹿児島県庁 熊毛支庁,鹿児島県,西之表市,西之表,７５９０



８９１-３１９５ 鹿児島県立 種子島高等学校,鹿児島県,西之表市,西之表,７３７６

８９１-３１９６ 鹿児島県立 種子島実業高等学校,鹿児島県,西之表市,西之表, 1-０７

８９１-３１９４ 種子島 税務署,鹿児島県,西之表市,西之表,９７８６

８９１-３１９８ 田上病院,鹿児島県,西之表市,西之表,７４６３

８９１-３１９３ 西之表市役所,鹿児島県,西之表市,西之表,７６１２

８９１-２１９２ 垂水市役所,鹿児島県,垂水市,上町,１１４

８９５-８５８８ (株) 植村組,鹿児島県,薩摩川内市,西向田町,５－１１

８９５-８５５５ (株) 大和,鹿児島県,薩摩川内市,神田町,１０－１２

８９５-８５１５ 学校法人 川内純心女子学園,鹿児島県,薩摩川内市,隈之城町,１００１

８９５-８６８６ 九州電力 (株) 川内営業所,鹿児島県,薩摩川内市,西向田町,６－２６

８９５-８６５０ 薩摩川内市役所,鹿児島県,薩摩川内市,神田町,３－２２

８９５-８５０４ 川薩耕地事務所,鹿児島県,薩摩川内市,神田町,１－２２

８９５-８５０３ 川薩農林事務所,鹿児島県,薩摩川内市,神田町,１－２２

８９５-８６０１ 川内税務署,鹿児島県,薩摩川内市,若葉町,１－２５

８９５-８５０１ 川内総務事務所,鹿児島県,薩摩川内市,神田町,１－２２

８９５-８５０５ 川内土木事務所,鹿児島県,薩摩川内市,神田町,１－２２

８９５-８５４０ 中越パルプ工業(株) 川内工場,鹿児島県,薩摩川内市,宮内町,１－２６

８９５-８５１９ 西日本電信電話 (株) 川内支店,鹿児島県,薩摩川内市,向田本町,１２－１６

８９５-８５０６ 北薩教育事務所,鹿児島県,薩摩川内市,神田町,１－２２

８９５-８５０２ 北薩福祉事務所,鹿児島県,薩摩川内市,神田町,１－２２

８９５-０２９２ 京セラ (株) 鹿児島川内工場,鹿児島県,薩摩川内市,高城町,１８１０

８９５-１２９３ 薩摩川内市樋脇教育事務所,鹿児島県,薩摩川内市,樋脇町塔之原, 1-２４

８９５-１２９２ 薩摩川内市樋脇支所,鹿児島県,薩摩川内市,樋脇町塔之原,１１７３

８９５-１２９５ 田苑酒造 (株),鹿児島県,薩摩川内市,樋脇町塔之原,１１３５６－１

８９５-１２９６ ホテルグリーンヒル、グリーンヒルカントリークラブ,

８９５-１２９６ 鹿児島県,薩摩川内市,樋脇町市比野,２５０

８９５-１４９２ 薩摩川内市 入来支所,鹿児島県,薩摩川内市,入来町浦之名,３３

８９５-１４９３ 富士通インテグレーテッドマイクロテクノロジ,

８９５-１４９３ 鹿児島県,薩摩川内市,入来町副田,５９５０

８９５-１５９５ 薩摩川内市 祁答院支所,鹿児島県,薩摩川内市,祁答院町下手,６７

８９６-１１９２ 薩摩川内市 里支所,鹿児島県,薩摩川内市,里町里,１９２２

８９６-１３９２ 薩摩川内市 鹿島支所,鹿児島県,薩摩川内市,鹿島町藺牟田,１５２８

８９６-１６９６ 薩摩川内市下甑支所,鹿児島県,薩摩川内市,下甑町手打,８１９-

８９９-２５９５ パナソニック デバイスオプティカルセミコンダクター (株),

８９９-２５９５ 鹿児島県,日置市,伊集院町徳重,１７８６-６

８９９-２２９２ 日置市役所 東市来支所,鹿児島県,日置市,東市来町長里, 1-８７

８９９-２５９３ 鹿児島 城西高等学校,鹿児島県,日置市,伊集院町清藤,１９３８

８９９-２５９４ (株) ヒガシマル,鹿児島県,日置市,伊集院町猪鹿倉,２０

８９９-２５９６ さつま日置 農業協同組合,鹿児島県,日置市,伊集院町下谷口,１８１０

８９９-２５９２ 日置市役所,鹿児島県,日置市,伊集院町郡,１-１００

８９９-３１９２ 日置市役所 日吉支所,鹿児島県,日置市,日吉町日置,３７７

８９９-４１９２ 曽於市役所 財部支所,鹿児島県,曽於市,財部町南俣,１１２７５

８９９-８１９２ 大隅税務署,鹿児島県,曽於市,大隅町岩川,６４９１-－２

８９９-８６９２ 曽於市役所,鹿児島県,曽於市,末吉町二之方,１９８０

８９９-４２９２ 霧島市 霧島総合支所,鹿児島県,霧島市,霧島田口,８－４

８９９-４３９６ 京セラ (株) 鹿児島国分工場,鹿児島県,霧島市,国分山下町,１－１

８９９-４３９４ 霧島市役所,鹿児島県,霧島市,国分中央,３-４５－１

８９９-４３９２ 自衛隊国分駐屯地,鹿児島県,霧島市,国分福島,２-４－１４

８９９-４３９３ ソニー国分 (株),鹿児島県,霧島市,国分野口北,５－１

８９９-４３９５ 都築教育学園 第一工業大学,鹿児島県,霧島市,国分中央,１-１０－２

８９９-５１９３ 鹿児島工業高等専門学校,鹿児島県,霧島市,隼人町真孝,１４６０－１

８９９-５１９５ 京セラ (株) 鹿児島隼人工場,鹿児島県,霧島市,隼人町内,９９９－３

８９９-５１９２ 霧島市 隼人総合支所,鹿児島県,霧島市,隼人町内山田,１-１１－１１

８９９-６４９４ 鹿児島空港ビルディング (株),鹿児島県,霧島市,溝辺町麓,８２２

８９９-６４９３ 霧島市 溝辺総合支所,鹿児島県,霧島市,溝辺町有川,３４１

８９９-６４９２ 国土交通省 大阪航空局 鹿児島空港事務所,鹿児島県,霧島市,溝辺町麓,８３８

８９９-６４９５ 日本エアコミューター (株),鹿児島県,霧島市,溝辺町麓,７８７－４

８９９-６５９２ 霧島市 牧園総合支所,鹿児島県,霧島市,牧園町宿窪田,２６４７

８９６-８６０１ いちき串木野市役所,鹿児島県,いちき串木野市,昭和通,１３３－１

８９６-８６８６ 学校法人 神村学園 (高等部）,鹿児島県,いちき串木野市,下名,４４６０

８９６-８６８６ 学校法人 神村学園 (中等部）,鹿児島県,いちき串木野市,下名,４４６０

８９６-８６８６ 学校法人 神村学園 (附属幼稚園）,鹿児島県,いちき串木野市,下名,４４６０

８９６-８６８６ 学校法人 神村学園 (医療福祉専門学校）,鹿児島県,いちき串木野市,下名,４４６０

８９９-２１９２ いちき串木野市役所 市来庁舎,鹿児島県,いちき串木野市,湊町,３３０５

８９７-８５０１ 南さつま市役所,鹿児島県,南さつま市,加世田川畑,２６４８

８９９-３４９２ 南さつま市 金峰支所,鹿児島県,南さつま市,金峰町尾下,１６５０

８９９-７１９２ 志布志市役所 志布志支所,鹿児島県,志布志市,志布志町志布志,２-１－１

８９９-７４９２ 志布志市役所,鹿児島県,志布志市,有明町野井倉,１７５６

８９９-７６９２ 志布志市役所 松山支所,鹿児島県,志布志市,松山町新橋,２６８

８９４-８５５５ 奄美市役所,鹿児島県,奄美市,名瀬幸町,８－２５



８９４-８５１１ 有村商事 (株),鹿児島県,奄美市,名瀬入舟町,８－２１

８９４-８６５５ 内山商事 (株),鹿児島県,奄美市,名瀬永田町,７－３

８９４-８５０７ 大島教育事務局,鹿児島県,奄美市,名瀬永田町,３－１７

８９４-８６７７ 大島税務署,鹿児島県,奄美市,名瀬長浜町,１－１

８９４-８５０１ 鹿児島県 大島支庁,鹿児島県,奄美市,名瀬永田町,３－１７

８９４-８５６７ 鹿児島県立 奄美高等学校,鹿児島県,奄美市,名瀬古田町,１－１

８９４-８５８８ 鹿児島県立 大島高等学校,鹿児島県,奄美市,名瀬安勝町,７－１

８９４-８５８５ (株) 楠田書店,鹿児島県,奄美市,名瀬入舟町,６－１

８９４-８６０１ (株) 南海日日新聞社,鹿児島県,奄美市,名瀬長浜町,１０－３

８９４-８６８８ 村上建設 (株),鹿児島県,奄美市,名瀬小浜町,２９－９

８９４-０５９５ 奄美市 笠利総合支所,鹿児島県,奄美市,笠利町大字中金久,１４１

８９４-１２９２ 奄美市 住用総合支所,鹿児島県,奄美市,住用町大字西仲間,１１１

８９１-０７９２ 南九州市役所 頴娃支所,鹿児島県,南九州市,頴娃町牧之内,２８３０

８９７-０３９３ 知覧税務署,鹿児島県,南九州市,知覧町郡,６２１２

８９７-０３９２ 南九州市役所,鹿児島県,南九州市,知覧町郡,６２０４

８９９-５２９４ 姶良市役所 加治木総合支所,鹿児島県,姶良市,加治木町本町,２５３

８９９-５２９２ 加治木社会保険事務所,鹿児島県,姶良市,加治木町諏訪町,１１３

８９９-５２９３ 国立療養所 南九州病院,鹿児島県,姶良市,加治木町木田,１８８２

８９９-５３９２ 姶良市役所 蒲生総合支所,鹿児島県,姶良市,蒲生町上久徳,２３９９

８９９-５４９２ 姶良市役所,鹿児島県,姶良市,宮島町,２５

８９９-５４９５ (株) マイカル南九州サンシティリブレ,鹿児島県,姶良市,東餅田,３３６

８９９-５６９３ 医療法人 青雲病院,鹿児島県,姶良市,池島町,３０-１５号

８９９-５６９８ (株) イケダパン,鹿児島県,姶良市,平松,５０００-

８９９-５６９４ (株) ランドアート,鹿児島県,姶良市,平松,７２３３

８９５-２２９８ インターナショナルゴルフリゾート 京セラ,

８９５-２２９８ 鹿児島県,薩摩郡さつま町,求名,６１２２

８９５-２２９２ さつま町 薩摩総合支所,鹿児島県,薩摩郡さつま町,求名,１２８３７

８９９-１３９５ 長島町役場 指江庁舎,鹿児島県,出水郡長島町,指江,７８７

８９９-１４９８ 長島町役場,鹿児島県,出水郡長島町,鷹巣,１８７５－１

８９９-６１９３ 鹿児島刑務所,鹿児島県,姶良郡湧水町,中津川,１７３３

８９９-６１９２ 湧水町役場 吉松庁舎,鹿児島県,姶良郡湧水町,中津川,６０３

８９９-６２９３ ヤマハ鹿児島 セミコンダクタ (株),鹿児島県,姶良郡湧水町,北方,１８００

８９９-６２９２ 湧水町役場,鹿児島県,姶良郡湧水町,木場,２２２

８９３-１６９３ 東串良町役場,鹿児島県,肝属郡東串良町,川西,１５４３

８９３-２３９２ 錦江町役場,鹿児島県,肝属郡錦江町,城元,９６３

８９３-２４９２ 錦江町役場 田代支所,鹿児島県,肝属郡錦江町,田代麓,８２７－１

８９３-１２９８ 山佐産業 (株),鹿児島県,肝属郡肝付町,前田,９７２

８９１-３６９３ 鹿児島くまげ農業協同組合,鹿児島県,熊毛郡中種子町,野間,５２８１

８９１-３６９２ 中種子町役場,鹿児島県,熊毛郡中種子町,野間,５１８６

８９１-３７９３ 宇宙航空研究開発機構 鹿児島宇宙センター,

８９１-３７９３ 鹿児島県,熊毛郡南種子町,茎永,麻津

８９１-３７９２ 南種子町役場,鹿児島県,熊毛郡南種子町,中之上, 1-９３

８９１-４２９２ 屋久島町役場,鹿児島県,熊毛郡屋久島町,小瀬田,８４９-２０

８９４-３１９２ 大和村役場,鹿児島県,大島郡大和村,大字大和浜,１００

８９４-３３９２ 宇検村役場,鹿児島県,大島郡宇検村,大字湯湾,９１５

８９４-１５９２ 瀬戸内町役場,鹿児島県,大島郡瀬戸内町,大字古仁屋,字船津２３

８９４-０１９２ 龍郷町役場,鹿児島県,大島郡龍郷町,浦,１１０

８９１-６２９２ 喜界町役場,鹿児島県,大島郡喜界町,大字湾,６１

８９１-７１９２ 徳之島町役場,鹿児島県,大島郡徳之島町,亀津,７２０３-

８９１-７６９２ 天城町役場,鹿児島県,大島郡天城町,大字平土野,２６９１-１

８９１-８２９３ 伊仙町役場,鹿児島県,大島郡伊仙町,大字伊仙,１８４２

８９１-９１９２ 和泊町役場,鹿児島県,大島郡和泊町,大字和泊,１０

８９１-９２９４ あまみ農業協同組合 知名事業本部,

８９１-９２９４ 鹿児島県,大島郡知名町,大字瀬利覚,２１１７

８９１-９２９６ 沖永良部徳洲会病院,鹿児島県,大島郡知名町,大字瀬利覚,２２０８

８９１-９２９３ 鹿児島県立 沖永良部高等学校,鹿児島県,大島郡知名町,大字余多,２４１

８９１-９２９２ 航空自衛隊第５５警戒群,鹿児島県,大島郡知名町,大字上平川, 1-８１

８９１-９２９５ 知名町役場,鹿児島県,大島郡知名町,大字知名,３０７




