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住所

電話番号

天神一丁目

福岡市中央区天神１‐１３‐１７

092-715-9205

天神二丁目

福岡市中央区天神２‐１３‐１７

092-715-2600

福岡天神地下街

福岡市中央区天神２丁目地下１号００２

092-713-6801

西鉄福岡天神駅

福岡市中央区天神２‐１１‐２

092-716-7075

西鉄天神高速バスターミナル

福岡市中央区天神２‐１‐３６ソラリアターミナルビル３Ｆ

092-725-5845

天神協和ビル

福岡市中央区天神２‐８‐３８

092-725-9555

西鉄福岡天神駅改札内

福岡市中央区天神２‐１１‐２

092-721-5850

天神北

福岡市中央区天神３‐１０‐３２

092-715-5284

福岡市役所

福岡市中央区天神１‐８‐１

092-771-3963

福岡天神親富孝通り

福岡市中央区天神３‐６‐１４

092-711-1555

福岡天神四丁目

福岡市中央区天神４‐４‐１８

092-725-7640

天神三丁目

福岡市中央区天神３‐４‐１０

092-725-2657

西鉄福岡天神駅南口

福岡市中央区天神２‐２‐６７

092-711-7352

天神１２２ビル

福岡市中央区天神１‐２‐１２

092-732-0014

西中洲

福岡市中央区春吉３‐２１‐２８

092-751-8505

電気ビル北館

福岡市中央区渡辺通２‐１‐８２

Ｓ電気ビル共創館

福岡市中央区渡辺通２‐１‐８２

渡辺通四丁目

福岡市中央区渡辺通４‐１１‐２

092-732-6386

西鉄薬院駅

福岡市中央区渡辺通２‐６‐１

092-731-3604

福岡清川一丁目

福岡市中央区清川１‐５‐１３

092-534-2744

福岡清川二丁目

福岡市中央区清川２‐４‐６

092-531-4821

高砂二丁目

福岡市中央区高砂２‐６‐１

092-526-7100

福岡高砂一丁目

福岡市中央区高砂１‐１６‐２２

092-531-6036

福岡白金一丁目

福岡市中央区白金１‐１８‐１６

092-532-0511

平尾駅前

福岡市中央区平尾２‐５‐８

092-522-3590

平尾一丁目

福岡市中央区平尾１‐８‐３７

092-531-3767

福岡平尾五丁目

福岡市中央区平尾５‐４‐２７

092-526-5385

平尾四丁目

福岡市中央区平尾４‐１３‐５

092-524-4242

福岡今泉一丁目

福岡市中央区今泉１‐１８‐３０

092-752-5239

中央今泉

福岡市中央区今泉２‐４‐３９

092-715-3287

薬院四丁目

福岡市中央区薬院４‐６‐３４

092-521-3865

薬院一丁目

福岡市中央区薬院１‐８‐１

092-713-8979

薬院

福岡市中央区薬院３‐１１‐２２

092-524-8612

福岡警固一丁目

福岡市中央区警固１‐１‐２２

092-726-6663

福岡薬院伊福町

福岡市中央区薬院伊福町１０

092-531-5111

福岡小笹団地前

福岡市中央区小笹４‐５‐４８

092-521-1050

笹丘二丁目

福岡市中央区笹丘２‐２４‐４３

092-725-2565

大名二丁目

福岡市中央区大名２‐１０‐３８

092-725-0395

大名

福岡市中央区大名１‐１２‐３６

092-741-7515

福岡赤坂門

福岡市中央区赤坂１‐１４‐３５

092-732-0130

福岡警固西

福岡市中央区赤坂１‐２‐２４

092-751-5788

福岡赤坂一丁目

福岡市中央区赤坂１‐１５‐２４

092-714-3243

六本松

福岡市中央区六本松２‐１０‐１

092-731-4905

福岡鳥飼二丁目

福岡市中央区鳥飼２‐５‐６

092-732-0161

福岡今川二丁目

福岡市中央区今川２‐１‐６５

092-725-0530

福岡今川一丁目

福岡市中央区今川１‐１４‐１２

092-713-1223

福岡黒門

福岡市中央区黒門６‐４５

092-771-1366

福岡荒戸一丁目

福岡市中央区荒戸１‐５‐２５

092-716-3755

福岡荒戸二丁目

福岡市中央区荒戸２‐２‐２８

092-724-6678

福岡地行四丁目

福岡市中央区地行４‐１３‐４

092-725-3727

地行三丁目

福岡市中央区地行３‐２９‐１６

092-725-3750

九州医療センター

福岡市中央区地行浜１‐８‐１

092-822-1655

那の津三丁目

福岡市中央区那の津３‐１２‐１５

092-732-8244

浜の町病院

福岡市中央区長浜３‐３‐１

092-717-8221

長浜一丁目

福岡市中央区長浜１‐４‐６０

092-715-1413

福岡舞鶴一丁目

福岡市中央区舞鶴１‐１‐１１

092-725-0630

福岡西鉄大手門ビル

福岡市中央区大手門２‐１‐１０

092-712-0350

福岡長浜屋台通り

福岡市中央区港１‐４０

092-725-9292

福岡港一丁目

福岡市中央区港１‐６‐６

092-716-1005

092-715-3830
Ｂ１

092-726-7070
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中洲二丁目

福岡市博多区中洲２‐４‐９

092-263-1033

中洲一丁目

福岡市博多区中洲１‐４‐１６

092-271-2829

中洲大通り

福岡市博多区中洲４‐７‐２１

092-281-1885

空港前二丁目

福岡市博多区空港前２‐２‐２６

092-611-6803

博多東比恵三丁目

福岡市博多区東比恵３‐１‐１

092-474-7988

福岡博多駅前二丁目

福岡市博多区博多駅前２‐１２‐３

092-473-5075

博多駅西

福岡市博多区博多駅前４‐１４‐１５

092-476-3123

博多駅大博通り

福岡市博多区博多駅前１‐４‐１

092-483-7310

西鉄ホテル

福岡市博多区博多駅前１‐１７‐６

092-418-2288

博多

福岡市博多区博多駅前２‐６‐１２

092-414-7122

博多駅明治公園

福岡市博多区博多駅前３‐２２‐８

092-414-7725

東領

福岡市博多区博多駅前４‐２５‐１８

092-474-5782

博多バスターミナル

福岡市博多区博多駅中央街２‐１

092-471-6272

セントラーザ博多

福岡市博多区博多駅中央街４‐２３

092-412-6235

Ｓ博多マルイビル

福岡市博多区博多駅中央街９‐１

092-577-1752

ＪＲＪＰ博多ビル

福岡市博多区博多駅中央街８‐１

092-476-3322

Ｓアミュプラザ博多

福岡市博多区博多駅中央街１‐１

092-414-7252

博多駅筑紫口

福岡市博多区博多駅東２‐２‐２

092-472-7557

博多駅東

福岡市博多区博多駅東２‐６‐２３

092-483-4125

博多駅東三丁目

福岡市博多区博多駅東３‐１２‐３０

092-482-0055

福岡博多駅東二丁目

福岡市博多区博多駅東２‐１０‐１３

092-481-1888

筑紫通比恵町

福岡市博多区比恵町１‐１８

092-473-6580

比恵町

福岡市博多区比恵町４‐３２

092-441-1501

山王

福岡市博多区山王１‐１１‐１

092-474-3018

博多駅南六丁目

福岡市博多区博多駅南６‐７‐２４

092-481-9245

博多駅南一丁目

福岡市博多区博多駅南１‐９‐１１

092-477-8018

博多美野島二丁目

福岡市博多区美野島２‐４‐６

092-452-1353

博多住吉四丁目

福岡市博多区住吉４‐５‐３

092-412-6246

博多住吉五丁目

福岡市博多区住吉５‐１８‐５

092-412-3344

キャナルシティ博多

福岡市博多区住吉１‐２‐２５

092-273-1555

住吉二丁目

福岡市博多区住吉２‐１４‐１

092-291-6038

福岡キャナルシティ博多前

福岡市博多区住吉１‐１‐１

092-262-7101

博多築港本町

福岡市博多区築港本町７‐１４

092-260-1413

店屋町

福岡市博多区店屋町１‐２５

092-282-7323

上川端町

福岡市博多区上川端町１３‐１５

092-282-6727

福岡下川端町

福岡市博多区下川端町９‐１５

092-271-7020

博多古門戸町

福岡市博多区古門戸町３‐１８

092-281-3376

博多石城町

福岡市博多区石城町７‐２０

092-262-3337

博多大博町

福岡市博多区大博町６‐１３

092-282-5334

博多中呉服町

福岡市博多区中呉服町５‐２１

092-271-2271

博多祇園町

福岡市博多区祇園町２‐１

092-282-3900

吉塚五丁目

福岡市博多区吉塚５‐７‐３１

092-402-0603

吉塚三丁目

福岡市博多区吉塚３‐１７

092-629-8277

博多吉塚一丁目

福岡市博多区吉塚１‐４５‐１１

092-611-3632

博多吉塚六丁目

福岡市博多区吉塚６‐１４‐２３

092-624-6400

博多千代四丁目

福岡市博多区千代４‐２‐３

092-632-1165

福岡県庁

福岡市博多区東公園７‐７

092-651-2020

吉塚本町

福岡市博多区吉塚本町１０‐２１

092-621-9960

福岡金隈

福岡市博多区金の隈１‐２４‐１８

092-504-5455

博多春町三丁目

福岡市博多区春町３‐５‐１４

092-573-9871

麦野四丁目

福岡市博多区麦野４‐３６‐２５

092-571-2208

南福岡駅前

福岡市博多区寿町２‐４‐２１

092-572-1621

博多諸岡五丁目

福岡市博多区諸岡５‐１‐５

092-502-6565

筑紫通東光寺

福岡市博多区東光寺町２‐２

092-451-8321

博多半道橋

福岡市博多区半道橋２‐６‐６８

092-483-2312

三苫四丁目

福岡市東区三苫４‐２‐３１

092-608-0802

東

奈多一丁目

福岡市東区奈多１‐１１‐４

092-608-2815

区

和白東二丁目

福岡市東区和白東２‐２６‐４１

092-607-6688

箱崎ふ頭一丁目

福岡市東区箱崎ふ頭１‐２‐１

092-651-5520

博

多
岡
区

市
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箱崎ふ頭五丁目

福岡市東区箱崎ふ頭５‐６‐１０

092-641-5151

箱崎宮前

福岡市東区箱崎１‐２４‐５

092-631-2771

箱崎九大前

福岡市東区箱崎１‐３１‐１７

092-632-1330

福岡馬出五丁目

福岡市東区馬出５‐２８‐２３

092-651-7555

二又瀬新町

福岡市東区二又瀬新町５‐４

092-611-3832

下原一丁目

福岡市東区下原１‐１７‐１９

092-662-8282

香椎駅前一丁目

福岡市東区香椎駅前１‐２‐１８

092-672-4374

福岡香椎駅前

福岡市東区香椎駅前１‐１５‐９

092-673-3616

ミズ西鉄香椎駅前

福岡市東区香椎駅前２‐１３‐１

092-681-4528

福岡香椎浜三丁目

福岡市東区香椎浜３‐３‐８

092-683-5517

福岡アイランドシティ

福岡市東区香椎照葉３‐２‐５

092-672-1011

福岡名子三丁目

福岡市東区名子３‐７

092-691-9800

福岡多々良二丁目

福岡市東区多々良２‐１‐４５

092-671-1551

福岡松崎三丁目

福岡市東区松崎３‐１‐５

092-682-1212

福岡若宮五丁目

福岡市東区若宮５‐３‐４５

092-672-6681

舞松原

福岡市東区舞松原１‐１０‐３

092-673-4148

福岡名島三丁目

福岡市東区名島３‐３‐１０

092-663-8212

千早三丁目

福岡市東区千早３‐１‐１４８

092-663-8188

松島インター

福岡市東区松島５‐１２‐１

092-629-6203

笹原駅前

福岡市南区井尻３‐１８‐１５

092-501-5536

横手二丁目

福岡市南区横手２‐１４‐２

092-571-3375

福岡曰佐五丁目

福岡市南区曰佐５‐１４‐１８

092-501-7003

九州がんセンター

福岡市南区野多目３‐１‐１

092-553-2636

福岡野多目三丁目

福岡市南区野多目３‐４‐１０

092-551-3118

桧原七丁目

福岡市南区桧原７‐３７‐９

092-566-2204

福岡花畑三丁目

福岡市市南区花畑３‐６１５

--

高木三丁目

福岡市南区高木３‐８‐１４

092-572-4741

清水四丁目

福岡市南区清水４‐３‐４

092-553-3056

福岡清水二丁目

福岡市南区清水２‐８‐１７

092-562-9150

第一薬科大前

福岡市南区清水３‐２４‐２２

092-552-9400

大橋四丁目

福岡市南区大橋４‐１４‐３６

092-552-8757

福岡大橋一丁目

福岡市南区大橋１‐２０‐２４

092-552-1414

福岡大橋駅前

福岡市南区大橋１‐２‐８

092-551-6020

高宮駅南

福岡市南区玉川町１０‐１０

092-553-7818

ＪＰローソン福岡野間郵便局

福岡市南区野間３‐１３‐１８

092-542-7210

長丘二丁目

福岡市南区長丘２‐１‐２８

092-557-3321

福岡那の川一丁目

福岡市南区那の川１‐９‐１５

092-521-2900

那の川

福岡市南区那の川２‐４‐２８

092-524-1352

福岡高宮三丁目

福岡市南区高宮３‐２‐１５

092-521-9563

荒江一丁目

福岡市城南区荒江１‐１７‐１

092-823-0063

別府三丁目

福岡市城南区別府３‐７‐３

092-831-3336

福岡田島二丁目

福岡市城南区田島２‐１３‐３

092-846-7111

福岡神松寺二丁目

福岡市城南区神松寺２‐２０‐１２

092-866-5366

福岡長尾五丁目

福岡市城南区長尾５‐３１‐３

092-862-6864

福岡大学病院

福岡市城南区七隈７‐４５‐１

092-864-7607

堤一丁目

福岡市城南区堤１‐１１‐２３

092-861-3718

城南堤

福岡市城南区堤２‐４‐１

092-865-2044

東入部一丁目

福岡市早良区東入部１‐１‐２３

092-804-7173

西入部五丁目

福岡市早良区西入部５‐１８‐２

092-804-1430

ＴＮＣ放送会館

福岡市早良区百道浜２‐３‐２

092-852-5400

福岡ソフトリサーチパーク

福岡市早良区百道浜２‐１‐２２

092-841-3288

福岡百道浜

福岡市早良区百道浜１‐３‐７０

092-831-6639

福岡百道浜一丁目

福岡市早良区百道浜１‐７‐４

092-846-3858

福岡西新五丁目

福岡市早良区西新５‐１４‐４２

092-821-1317

城西三丁目

福岡市早良区城西３‐１７‐２０

092-847-3020

藤崎駅前

福岡市早良区高取２‐１８‐６

092-821-2194

昭代一丁目

福岡市早良区昭代１‐１７‐１

092-842-1733

福岡室見二丁目

福岡市早良区室見２‐１‐１

092-841-2620

福岡荒江三丁目

福岡市早良区荒江３‐３４‐２７

092-841-1005
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福岡原六丁目

福岡市早良区原６‐１０‐３

092-845-1340

南庄二丁目

福岡市早良区南庄２‐１２‐２

092-831-6625

福岡南庄一丁目

福岡市早良区南庄１‐１４‐１３

092-845-6373

福岡南庄五丁目

福岡市早良区南庄５‐１０‐３２

092-833-1170

小田部二丁目

福岡市早良区小田部２‐１４‐１

092-833-2308

有田二丁目

福岡市早良区有田２‐８‐５

092-831-1801

福岡歯科大前

福岡市早良区次郎丸６‐１３‐１７

092-866-2727

福岡次郎丸五丁目

福岡市早良区次郎丸５‐１‐３

092-863-8777

福岡次郎丸二丁目

福岡市早良区次郎丸２‐９‐１３

092-801-8488

野芥小学校前

福岡市早良区田隈３‐２４‐１２

092-865-2727

田村二丁目

福岡市早良区田村２‐１４‐２２

092-865-3328

姪浜四丁目

福岡市西区姪の浜４‐１６‐２５

092-883-7266

内浜二丁目

福岡市西区内浜２‐１２‐２０

092-883-3190

内浜一丁目

福岡市西区内浜１‐１３‐１７

092-885-0141

姪浜インター

福岡市西区姪浜駅南３‐１４‐３

092-891-2750

福岡姪浜駅前

福岡市西区姪浜駅南１‐５‐７

092-885-2188

愛宕二丁目

福岡市西区愛宕２‐１６‐１６

092-891-4207

福岡福重五丁目

福岡市西区福重５‐２０‐２

092-882-7085

野方六丁目

福岡市西区野方６‐３３‐２６

092-812-5602

福岡今宿東二丁目

福岡市西区今宿東２‐９‐１３

092-807-7703

福岡今宿大塚

福岡市西区今宿町字高田２６８‐１

092-807-1166

福岡今宿三丁目

福岡市西区今宿３‐２９‐６

092-807-2822

福岡西警察署前

福岡市西区今宿西１‐１６‐３

092-806-5560

九大学研都市駅前

福岡市西区西都１‐２‐３６

092-806-8108

福岡周船寺二丁目

福岡市西区周船寺２‐１１‐３３

092-807-6610

福岡千里

福岡市西区大字千里４９０‐１

092-806-9800

Ｓ九州大学センター地区

福岡市西区元岡７４４

092-807-8845

九州大学工学部

福岡市西区元岡７４４

092-807-0135

Ｓ九州大学理学部

福岡市西区元岡７４４

092-807-4420

福岡元岡

福岡市西区元浜１‐３９‐６

092-806-0020

田尻

福岡市西区富士見２‐１‐７

092-807-3787

筑紫野原田三丁目

筑紫野市原田３‐２‐１７

092-927-1825

筑紫野筑紫

筑紫野市大字筑紫８１１‐１

092-927-0301

筑紫野二日市北

筑紫野市二日市北６‐１９‐２７

092-929-6615

筑紫野石崎一丁目

筑紫野市石崎１‐９‐２２

092-922-2879

二日市中央

筑紫野市二日市中央１‐６‐２２

092-929-6552

西鉄二日市駅西口

筑紫野市二日市中央６‐１‐１

092-923-5850

春日原北町

春日市春日原北町４‐１１

092-593-5911

春日千歳町

春日市千歳町１‐３４‐１

092-592-1222

春日公園一丁目

春日市春日公園１‐１８

092-710-0131

春日大土居二丁目

春日市大土居２‐１０５‐１

092-588-1218

春日須玖南

春日市須玖南３‐１７３

092-915-0177

春日須玖

春日市須玖北１‐６０‐１

092-582-3555

春日須玖北

春日市須玖北４‐６

092-587-2063

福岡徳洲会病院

春日市須玖北４‐５

092-589-3610

自衛隊福岡駐屯地

春日市大和町５‐１２陸上自衛隊福岡駐屯地内

092-558-3289

春日大和町四丁目

春日市大和町４‐２５‐１

092-501-3385

大野城乙金三丁目

大野城市乙金３‐１４‐９６

大野城大城一丁目

大野城市大城１‐１‐２５

092-503-6040

大野城東大利二丁目

大野城市東大利２‐７‐１１

092-592-1533

宗像曲

宗像市曲５９‐１

0940-35-1130

宗像日の里五丁目

宗像市日の里５‐９‐１２

0940-37-3638

宗像田熊一丁目

宗像市田熊１‐５‐１０

0940-36-7115

宗像神湊

宗像市神湊４４‐２

0940-62-2550

宗像石丸三丁目

宗像市石丸３‐７‐８

0940-35-4054

宗像石丸一丁目

宗像市石丸１‐８‐１

0940-35-5119

宗像徳重

宗像市徳重７１１‐３

0940-32-7668

くりえいと宗像

宗像市くりえいと２‐４‐２５

0940-35-2612

３５街区７号

092-504-7267

【２０１９年版福岡県民手帳
市町村

太宰府市

古 賀 市

福 津 市

朝 倉 市

糸 島 市

那珂川市

篠 栗 町

志 免 町

新 宮 町

久 山 町

粕 屋 町

筑 前 町

門
北

司
区

九
州
若
市

松
区

コンビニエンスストア（ローソン）取扱店舗一覧】
店舗

住所

※取扱は標準判・黒のみ
電話番号

太宰府天満宮前

太宰府市宰府１‐１４‐２２

092-929-5048

都府楼南五丁目

太宰府市都府楼南５‐１６‐３

092-921-0591

太宰府五条二丁目

太宰府市五条２‐４‐１８

092-555-2188

太宰府大佐野

太宰府市大佐野３‐１３‐２０

092-919-5766

太宰府吉松三丁目

太宰府市吉松３‐２１‐１

092-924-1809

古賀美明一丁目

古賀市美明１‐１３‐１４

092-944-4546

福岡東医療センター

古賀市千鳥１‐１‐１

092-943-0246

古賀太郎丸

古賀市新久保２‐２０‐２０

092-943-7740

Ｓ宗像水光会総合病院

福津市日蒔野５‐７‐１

0940-34-3362

古賀舞の里

福津市有弥の里２‐１０‐３

0940-42-6636

福津花見が丘一丁目

福津市花見が丘１‐６‐３１

0940-43-0223

福津市役所前

福津市中央１‐１‐９

0940-43-2385

福津中央一丁目

福津市中央１‐７‐１４

0940-43-8111

宗像若木台

福津市若木台４‐１９‐１３

0940-43-7271

東福間駅前

福津市東福間１‐２‐３

0940-38-5099

甘木屋永

朝倉市屋永字西原４３２８‐１２

0946-22-0666

甘木駅前

朝倉市大字甘木字竹原１６６９‐１

0946-24-7888

甘木神田町

朝倉市甘木２２５６‐２

0946-21-2052

朝倉甘木

朝倉市甘木１２２７‐２

0946-22-1966

朝倉杷木

朝倉市杷木久喜宮１５１２‐１

0946-62-0050

前原池田

糸島市波多江駅北４‐５‐１５

092-324-4655

糸島警察署前

糸島市前原中央１‐６‐１０

092-321-0030

糸島農協前

糸島市前原東２‐７‐５８

092-323-1191

片縄二丁目

那珂川市片縄２‐３

092-953-7170

今光二丁目

那珂川市今光２‐２０

092-953-5144

博多南駅前

那珂川市中原２‐１５８

--

那珂川現人橋

那珂川市後野２‐５‐１

092-953-1121

福岡篠栗駅前

篠栗町大字尾仲字丸林３８‐２１

092-947-6940

志免田富三丁目

志免町田富３‐５‐１３

092-935-1770

空港北ユニバ通り

志免町別府２‐６８３‐４

092-623-2501

志免南里

志免町南里３‐５‐４６

092-937-0176

志免片峰中央一丁目

志免町片峰中央１‐４‐１

092-936-3252

新宮美咲三丁目

新宮町美咲３‐１１‐５

092-941-2101

Ｓイデックス福岡東ＳＳ

新宮町上府北２‐９‐５２

092-963-5001

久山久原

久山町大字久原字薦附３２２６

092-652-3116

糟屋久山

久山町大字久原字天神面３７２８‐１

092-976-3302

久山久原堀田

久山町大字久原１８９８‐１

092-976-2606

粕屋柚須

粕屋町大字仲原字ミヨリ２８３６‐７

092-621-8480

粕屋口ノ坪

粕屋町大字仲原字口ノ坪２５３８‐１

092-629-7221

福岡魁誠高校前

粕屋町長者原東５‐１‐５

092-938-3603

長者原

粕屋町大字長者原東２‐１‐１５

092-410-2706

筑前四三嶋

筑前町四三嶋１４７５‐１

0946-42-8150

朝倉筑前

筑前町篠隈１５８‐１

0946-42-0004

朝倉三輪

筑前町高田２５３８‐１

0946-22-2020

門司小森江

北九州市門司区矢筈町２‐１

093-382-3963

門司東馬寄

北九州市門司区東馬寄２‐１８

093-391-1144

門司東新町

北九州市門司区東新町２‐１０‐３

093-391-4900

門司畑

北九州市門司区大字畑字中原１６０１‐１

093-481-8570

門司西海岸二丁目

北九州市門司区西海岸２‐４‐２２

093-322-3920

門司港町

北九州市門司区港町１‐２５

093-331-0115

東門司一丁目

北九州市門司区東門司１‐１‐８

093-332-6030

若松赤崎町

北九州市若松区赤崎町９‐５

093-751-2250

ひびきコンテナターミナル入口

北九州市若松区響町３‐１‐１１

093-771-6555

若松安瀬

北九州市若松区大字安瀬６４‐１０２

093-751-2070

若松浜町三丁目

北九州市若松区浜町３‐１６‐２５

093-771-8805

若松警察署前

北九州市若松区くきのうみ中央１‐３１

093-752-0200

若松東二島三丁目

北九州市若松区東二島３‐５‐１７

093-772-3200

若松二島工業団地

北九州市若松区南二島２‐３‐３

093-772-1033
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若松大鳥居

北九州市若松区大字大鳥居１２５‐１

093-742-6060

若松ひびきの

北九州市若松区ひびきの北１‐１０

093-742-5522

若松高須東三丁目

北九州市若松区高須東３‐１３‐１６

093-742-2541

北九州テクノパーク

北九州市戸畑区中原新町４‐１

093-881-8858

戸畑中原西

北九州市戸畑区中原西１‐１４‐１７

093-882-4310

戸畑中原東三丁目

北九州市戸畑区中原東３‐１０‐３

093-884-9751

戸畑一枝四丁目

北九州市戸畑区一枝４‐７‐７

戸畑夜宮二丁目

北九州市戸畑区夜宮２‐５‐２４

093-881-4277

戸畑初音町

北九州市戸畑区初音町１２‐５

093-871-8645

戸畑千防一丁目

北九州市戸畑区千防１‐９‐１５

093-881-2646

戸畑旭町

北九州市戸畑区旭町１５２

093-872-9008

戸畑小芝二丁目

北九州市戸畑区小芝２‐１０‐１０

093-883-0596

戸畑天神二丁目

北九州市戸畑区天神２‐７‐７

093-884-0513

小倉駅北口

北九州市小倉北区浅野２‐１２‐２１

093-521-3700

小倉記念病院

北九州市小倉北区浅野３‐２‐１

093-531-3800

あるあるＣｉｔｙ

北九州市小倉北区浅野２‐１４‐５

093-551-1443

小倉米町二丁目

北九州市小倉北区米町２‐２‐１

093-511-8022

小倉平和通

北九州市小倉北区堺町１‐１‐１

093-551-8534

小倉堺町一丁目

北九州市小倉北区堺町１‐３‐１５

093-531-1330

小倉堺町公園

北九州市小倉北区堺町１‐１０‐１２

093-521-9026

小倉魚町二丁目

北九州市小倉北区魚町２‐４‐１８

093-533-6060

小倉末広二丁目

北九州市小倉北区末広２‐３‐２

093-541-2770

小倉宇佐町

北九州市小倉北区宇佐町２‐９‐２３

093-541-3808

小倉大畠三丁目

北九州市小倉北区大畠３‐５７０‐２

093-533-8228

小倉熊本二丁目

北九州市小倉北区熊本２‐６‐１９

093-511-7057

小倉霧ケ丘三丁目

北九州市小倉北区霧ケ丘３‐１３‐１９

093-922-6901

北九州総合病院

北九州市小倉北区東城野町１‐１北九州総合病院厚生棟１Ｆ

093-923-5011

片野新町

北九州市小倉北区片野新町１‐２‐１

093-952-8481

小倉片野一丁目

北九州市小倉北区片野１‐１６‐２６

093-922-4600

小倉三萩野

北九州市小倉北区三萩野１‐１‐８

093-951-6685

きふね

北九州市小倉北区白銀１‐３‐１０

093-931-7571

小倉中島一丁目

北九州市小倉北区中島１‐１９‐６７

093-511-6703

小倉馬借

北九州市小倉北区馬借１‐５‐２５

093-531-8686

小倉江南町西

北九州市小倉北区江南町４‐１６

093-922-3890

北九州トラックステーション

北九州市小倉北区東港１‐３‐１

093-591-5155

小倉大手町

北九州市小倉北区大手町１１‐３

093-591-5559

小倉田町

北九州市小倉北区田町１９‐１７

093-562-9830

小倉田町東

北九州市小倉北区田町１６‐８

093-571-5080

小倉井堀三丁目

北九州市小倉北区井堀３‐１０‐１

093-562-5355

小倉清水二丁目

北九州市小倉北区清水２‐１２‐２２

093-581-7826

小倉清水一丁目

北九州市小倉北区清水１‐１３‐１９

093-591-9336

小倉高尾二丁目

北九州市小倉北区高尾２‐８‐１５

093-581-8875

小倉南丘二丁目

北九州市小倉北区南丘２‐９‐８

093-562-8177

小倉西港町

北九州市小倉北区西港町１０‐７

093-581-5500

小倉沼本町一丁目

北九州市小倉南区沼本町１‐１４‐２

093-472-8272

小倉下曽根二丁目

北九州市小倉南区下曽根２‐２‐４３

093-475-3003

小倉田原三丁目

北九州市小倉南区田原３‐６‐２０

093-472-0625

九州労災病院前

北九州市小倉南区曽根北町４‐８

093-475-1090

小倉南葛原五丁目

北九州市小倉南区葛原５‐２７９４‐１

093-473-5034

小倉富士見二丁目

北九州市小倉南区富士見２‐１４‐１１

093-941-3596

小倉医療センター

北九州市小倉南区春ケ丘１０‐１

093-921-7017

小倉蜷田若園

北九州市小倉南区蜷田若園９‐３４

093-965-6097

小倉若園三丁目

北九州市小倉南区若園３‐１‐１

093-951-1875

小倉横代東町

北九州市小倉南区横代東町２‐１７‐８

093-962-2315

小倉石田町

北九州市小倉南区石田町１‐１０

093-961-2860

小倉星和台一丁目

北九州市小倉南区星和台１‐２‐２６

093-961-3550

小倉徳力

北九州市小倉南区徳力２‐４‐１

093-967-0114

小倉徳吉西

北九州市小倉南区徳吉西２‐３‐２０

093-452-2505

--
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八幡枝光二丁目

北九州市八幡東区枝光２‐３‐２

093-663-5200

八幡昭和一丁目

北九州市八幡東区昭和１‐１６４６‐２

093-652-7171

八幡山王一丁目

北九州市八幡東区山王１‐１３‐５

093-681-9063

八幡中央二丁目

北九州市八幡東区中央２‐７‐２３

093-662-6928

八幡前田一丁目

北九州市八幡東区前田１‐７‐２６

093-671-7700

八幡黒崎三丁目

北九州市八幡西区黒崎３‐１‐７

093-645-0390

八幡熊手二丁目

北九州市八幡西区熊手２ー２ー８

093-645-7057

八幡筒井町

北九州市八幡西区筒井町６‐８

093-644-2337

ＪＣＨＯ九州病院

北九州市八幡西区岸の浦１‐８‐１

093-632-2805

八幡竹末二丁目

北九州市八幡西区竹末２‐３‐１

093-642-1022

八幡鷹の巣

北九州市八幡西区鷹の巣１‐１９‐２３

093-622-6536

八幡樋口町

北九州市八幡西区樋口町１‐３０

093-602-7817

八幡東鳴水三丁目

北九州市八幡西区東鳴水３‐３‐２６

093-631-3467

八幡幸神三丁目

北九州市八幡西区幸神３‐１１‐６８

093-621-2521

八幡町上津役東

北九州市八幡西区町上津役東２‐１‐１９

093-611-2506

八幡下上津役一丁目

北九州市八幡西区下上津役１‐４‐１１

093-612-5672

小嶺インター

北九州市八幡西区小嶺台１‐１‐３７

093-612-1585

八幡医生ヶ丘

北九州市八幡西区医生ケ丘１０‐３９

093-692-9011

Ｓ産業医科大学

北九州市八幡西区医生ケ丘１‐１産業医科大学３号館内

093-691-7601

八幡光貞台一丁目

北九州市八幡西区光貞台１‐１‐３０

093-695-3666

八幡丸尾町

北九州市八幡西区丸尾町６‐９

093-603-4321

八幡則松七丁目

北九州市八幡西区則松７‐５‐１３

093-603-2575

八幡則松六丁目

北九州市八幡西区則松６‐２‐２１

093-695-0610

八幡永犬丸東町

北九州市八幡西区永犬丸東町２‐１４‐１８

093-613-5151

八幡里中三丁目

北九州市八幡西区里中３‐１‐７

093-613-1163

永犬丸五丁目

北九州市八幡西区永犬丸５‐１‐２０

093-692-4139

八幡日吉台二丁目

北九州市八幡西区日吉台２‐１‐２９

093-691-2176

八幡船越一丁目

北九州市八幡西区船越１‐３‐２

093-618-9093

八幡楠橋南

北九州市八幡西区楠橋南３‐２１‐３

093-617-1839

八幡野面

北九州市八幡西区大字野面７０３‐１

093-618-4464

行橋中央一丁目

行橋市中央１‐１２‐４３

0930-25-8854

行橋辻垣

行橋市大字辻垣字下河原１５３

0930-25-5557

豊前久松

豊前市久松１１９‐１

0979-82-8899

豊前千束

豊前市大字千束１０８‐３

0979-82-7771

中間蓮花寺

中間市蓮花寺２‐５‐１３

093-245-7808

中間通谷二丁目

中間市通谷２‐１‐１

093-244-2677

中間大辻町

中間市大辻町４‐７

093-245-7766

中間三丁目

中間市中間３‐１６‐２０

093-245-1156

中間長津三丁目

中間市長津３‐９‐３

093-246-1010

遠賀芦屋町

芦屋町大字芦屋１２‐１

093-222-2424

Ｓミズ芦屋中央病院前

芦屋町大字山鹿２８３‐８

093-223-1977

水巻梅ノ木

水巻町梅ノ木団地４１‐３

093-203-5688

水巻牟田

水巻町牟田１‐１８

093-202-6330

水巻頃末北二丁目

水巻町頃末北２‐１２‐２

093-202-8058

水巻駅前

水巻町頃末南３‐２３‐１

093-201-7766

水巻吉田西三丁目

水巻町吉田西３‐２１‐１０

遠賀岡垣町

岡垣町松ケ台４‐２０‐７

093-282-9617

岡垣戸切

岡垣町大字戸切３６２‐２

093-282-2366

岡垣野間

岡垣町野間３‐６‐２３

093-283-3207

遠賀木守

遠賀町大字木守１３５９‐２

093-293-7893

遠賀山田峠

遠賀町大字尾崎１７１６‐４

093-281-2230

苅田幸町

苅田町幸町５‐４

093-435-5011

苅田下新津

苅田町大字下新津５４３

0930-35-7882

苅田京町一丁目

苅田町京町１‐２‐６

093-434-5708

みやこ町

みやこ勝山

みやこ町勝山大久保２４７０‐１

0930-32-3663

上 毛 町

築上大平

上毛町上唐原１８７７‐１

0979-24-4848

築上築城

築上町東築城１６３７

0930-52-1850

築上有安

築上町大字有安４５９‐３

0930-56-0803

八
幡
東
区

北

九
八

州

幡
西

市

区

行 橋 市
豊 前 市

中 間 市

芦 屋 町

水 巻 町

遠 賀 町

苅 田 町

築 上 町

--
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直方感田

直方市大字感田４２８‐１

0949-26-0103

直方頓野

直方市大字頓野１９０９‐１

0949-29-8039

直方バイパス

直方市大字中泉１１８２‐３０

0949-23-1976

直方知古一丁目

直方市知古１‐２‐３

0949-23-2559

西鉄バス直方

直方市古町１７‐４２

0949-22-0822

直方新入

直方市大字下新入字下中曽根６１７‐１

0949-23-2877

飯塚病院

飯塚市芳雄町３‐８３

0948-23-5557

西鉄飯塚バスターミナル

飯塚市吉原町１‐１

0948-43-3736

飯塚横田

飯塚市横田８１３‐１

0948-29-8199

飯塚東川津

飯塚市川津１２５‐１

0948-28-4727

飯塚楽市

飯塚市楽市字大木３１０‐３

0948-22-8155

穂波町

飯塚市若菜２６３‐１

0948-21-0396

飯塚綱分

飯塚市綱分１３８３‐２７

0948-43-4747

飯塚有井

飯塚市市有井３５４‐５

0948-20-4000

嘉穂頴田町

飯塚市口原字前牟田３３８‐１

09496-2-2639

飯塚口原

飯塚市口原字浦谷３４‐１

0949-66-1881

田川松原

田川市大字伊田４９６８‐２

0947-46-0633

田川夏吉

田川市大字夏吉１７１８‐１

0947-46-5831

田川糒

田川市大字糒１８‐１

0947-44-7220

田川後藤寺

田川市上本町９‐３３

0947-42-3729

田川川宮

田川市大字川宮７１０‐２９

0947-46-1722

宮若竹原

宮若市竹原字黒目３３６‐１

0949-55-6810

若宮インター

宮若市山口７５‐８

0949-52-3770

宮若龍徳

宮若市龍徳１０７０‐９

0949-32-8446

福岡宮若長井鶴

宮若市長井鶴４６７‐６

0949-33-3938

宮若上有木

宮若市上有木字大坪５５２‐７

0949-32-0778

嘉麻山野

嘉麻市山野６３４‐３

0948-42-6633

嘉穂稲築

嘉麻市鴨生字居鳥４０９‐１

0948-43-0075

嘉麻山田

嘉麻市上山田１２０４

0948-53-1125

香春採銅所

香春町大字採銅所３９６１‐１

0947-32-3369

田川香春町

香春町大字高野字中通１０４２‐４

0947-32-3319

川 崎 町

川崎池尻

川崎町大字池尻４５２‐１

0947-45-6394

大 任 町

田川大任町

大任町大字今任原２２０５‐１

0947-63-2235

福智上野

福智町上野３９２９‐１

0947-28-9010

福智方城

福智町弁城２３３９‐５

0947-22-6113

大牟田唐船

大牟田市大字唐船１９８‐１

0944-56-2581

Ｓ大牟田天領病院

大牟田市天領町１‐１００‐１

0944-55-1345

大牟田汐屋町

大牟田市汐屋町６‐９

0944-85-1809

大牟田藤田町

大牟田市藤田町２４８‐１

0944-53-1445

大牟田一部町

大牟田市一部町７３‐１

0944-56-6630

大牟田日の出町

大牟田市日出町３‐４‐５

0944-53-5751

大牟田不知火町

大牟田市不知火町１‐７‐１

0944-43-1613

大牟田市立病院

大牟田市宝坂町２‐１９‐１

0944-54-5641

大牟田一浦町

大牟田市一浦町６６‐７

0944-69-9369

大牟田新勝立

大牟田市新勝立町６‐１‐２７

0944-57-3371

新大牟田駅前

大牟田市岩本新町１‐５‐９

0944-58-2395

大牟田白銀

大牟田市大字白銀字前田３５０‐１

0944-58-6663

大牟田不知火プラザ

大牟田市田隈９５１‐１

0944-56-5510

大牟田銀水

大牟田市大字草木１３９‐３

0944-56-4163

大牟田米ノ山

大牟田市大字歴木字米ノ山７９‐１

0944-56-6718

久留米大学病院前

久留米市旭町６５‐１

0942-35-8636

久留米けやき通

久留米市旭町２５３１‐１

0942-31-0252

久留米中央町

久留米市中央町２８‐１

0942-32-2078

久留米長門石三丁目

久留米市長門石３‐１‐６１

0942-34-2818

ミズ久留米シティプラザ

久留米市六ツ門町８‐１

0942-35-0833

西鉄久留米バスセンター

久留米市東町３１６‐２

0942-38-4666

西鉄久留米駅

久留米市東町３１６‐２

0942-46-3222

久留米大手町

久留米市大手町５‐１‐２

0942-30-6222

久留米天神町南

久留米市諏訪野町２４０８‐１

0942-35-3331

直 方 市

飯 塚 市

田 川 市

宮 若 市

嘉 麻 市

香 春 町

福 智 町

大牟田市

久留米市
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久留米西町

久留米市西町１１５‐８

0942-38-1370

久留米花畑

久留米市花畑３‐１‐５

0942-39-8055

久留米六反畑

久留米市梅満町１１００‐８

0942-37-1171

久留米南三丁目

久留米市南３‐２１‐２１

0942-21-3577

久留米湯納楚

久留米市上津町２２２８‐１７

0942-21-2200

久留米上津バイパス

久留米市本山２‐８‐３

0942-51-2816

久留米安武武島

久留米市安武町武島４６１‐１

0942-26-8801

久留米安武本

久留米市安武町安武本３１５８‐１

0942-27-2488

久留米新茶屋

久留米市三潴町玉満２９１３‐４

0942-64-2040

久留米東合川六丁目

久留米市東合川６‐１‐３０

0942-44-6510

久留米東合川

久留米市東合川７‐１３‐６３

0942-43-0557

久留米日野曽根

久留米市山本町豊田２６‐９

0942-65-8844

久留米常持

久留米市大橋町常持５０４‐１

0942-47-4886

久留米大学前

久留米市御井町字大鳥居１６３５‐１１

0942-43-6150

久留米文化センター通

久留米市野中町９１７‐１２

0942-32-3008

久留米市場通

久留米市野中町字蔵下１２６５‐２

0942-38-7300

久留米国分バイパス

久留米市国分町９３６‐６

0942-22-3166

久留米大学医療センター前

久留米市国分町１８１‐１

0942-21-0050

久留米国分

久留米市国分町１２９６‐１

0942-22-7237

久留米田主丸

久留米市田主丸町殖木字延命２４１‐４

0943-72-2065

柳川本町

柳川市本町２１‐１

0944-75-6070

柳川上宮永

柳川市上宮永町字弐町４１５‐１

0944-72-7766

柳川筑紫

柳川市筑紫町字前田２１２‐３

0944-72-0339

柳川駅東

柳川市三橋町下百町２０８番地２

0944-72-6788

西鉄柳川駅

柳川市三橋町下百町字佐屋の前４６‐２

0944-77-7475

柳川蒲船津

柳川市三橋町蒲船津字宮ノ前１３‐２

0944-72-2003

八女吉田

八女市大字吉田字甚三谷１５７０‐１

0943-22-4111

八女稲富

八女市稲富字内ノ坪２１５‐１

0943-24-8577

八女室岡

八女市室岡字田代８５６‐１

0943-24-9633

筑後前津

筑後市大字前津字堀口３６５‐４

0942-54-1618

八女高校前

筑後市大字山ノ井３５６‐１

0942-53-0615

筑後山ノ井

筑後市山ノ井６９７‐１

0942-52-4520

筑後下北島

筑後市下北島１１８２‐１

0942-52-3490

筑後熊野

筑後市大字熊野字大坪２５５‐１

0942-53-4833

大川榎津

大川市大字榎津１５０‐６

0944-87-0606

大川三丸

大川市大字三丸字馬場添１４５０‐１０

0944-89-6155

大川一木

大川市大字一木字辻１０５７‐３

0944-89-1008

小郡東野

小郡市小郡６１９‐２７

0942-73-5101

小郡大原西

小郡市小郡字陣塚９１９‐４

0942-72-6101

小郡市役所前

小郡市小板井３４０‐１

0942-73-3717

小郡駅前

小郡市祇園１‐１０‐１

0942-73-3500

吉井若宮

うきは市吉井町若宮池尻４０‐１

0943-76-5925

西鉄バス浮羽発着所

うきは市浮羽町朝田字浦田６３７‐１

0943-77-2235

瀬高吉井

みやま市瀬高町小川８９３‐２

0944-62-7867

瀬高下庄

みやま市瀬高町下庄１５５２‐１

0944-63-3022

瀬高山門

みやま市瀬高町上庄字秀１７７４

0944-62-6315

みやま高田町

みやま市高田町濃施２１２‐１

0944-22-6733

大刀洗町

三井大刀洗

大刀洗町大字下高橋字丸石３５３０‐１

0942-77-5544

広 川 町

広川新代

広川町大字新代字松ノ木６４１‐３

0943-32-5512

久留米市

柳 川 市

八 女 市

筑 後 市

大 川 市

小 郡 市

うきは市

みやま市

