（別紙５）

日本政策金融公庫（中小65支店、国民152支店）
都道府県

北海道

青森県

岩手県

宮城県

秋田県

山形県

福島県

茨城県

栃木県

群馬県

埼玉県

新潟県

長野県

支店

国⺠⽣活事業

中⼩企業事業

住所

札幌支店

011-231-9131

011-281-5221

札幌北支店

011-726-4221

-

函館支店

0138-23-8291

0138-23-7175

北海道函館市豊川町20-9

小樽支店

0134-23-1167

-

北海道小樽市稲穂2-1-3

旭川支店

0166-23-5241

0166-24-4161

北海道札幌市中央区北1条西2-2-2 北海道経済ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ
北海道札幌市北区北7条西4-5-1 伊藤110ﾋﾞﾙ

北海道旭川市四条通9-1704-12 朝日生命旭川ﾋﾞﾙ

室蘭支店

0143-44-1731

-

釧路支店

0154-43-3330

0154-43-2541

北海道室蘭市東町2-9-8

帯広支店

0155-24-3525

-

北海道帯広市大通南9-4 帯広大通ﾋﾞﾙ

北見支店

0157-24-4115

-

北海道北見市幸町1-2-22

青森支店

017-723-2331

017-734-2511

青森県青森市長島1-4-2

弘前支店

0172-36-6303

-

青森県弘前市大字上鞘師町18-1 弘前商工会議所会館
青森県八戸市大字馬場町1-2

北海道釧路市大町1-1-1 道東経済ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ

八戸支店

0178-22-6274

-

盛岡支店

019-623-4376

019-623-6125

一関支店

0191-23-4157

-

仙台支店

022-222-5173

022-223-8141

石巻支店

0225-94-1201

-

秋田支店

018-832-5641

018-832-5511

大館支店

0186-42-3407

-

山形支店

023-642-1331

023-641-7941

山形県山形市七日町3-1-9 山形商工会議所会館

米沢支店

0238-21-5711

-

山形県米沢市中央4-1-30 米沢商工会議所会館

酒田支店

0234-22-3120

-

山形県酒田市船場町1-1-2

福島支店

024-523-2341

024-522-9241

会津若松支店

0242-27-3120

-

岩手県盛岡市菜園2-7-21
岩手県一関市城内1-9
宮城県仙台市青葉区中央1-6-35 東京建物仙台ﾋﾞﾙ
宮城県石巻市穀町16-1 明治中央ﾋﾞﾙ
秋田県秋田市中通5-1-51 北都ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
秋田県大館市御成町2-3-38

福島県福島市栄町6-6 NBFﾕﾆｯｸｽﾋﾞﾙ
福島県会津若松市中町2-35

郡山支店

024-923-7140

-

福島県郡山市清水台1-6-21 山相郡山ﾋﾞﾙ

いわき支店

0246-25-7251

-

福島県いわき市平字菱川町1-5

水戸支店

029-221-7137

029-231-4246

日立支店

0294-24-2451

-

茨城県日立市幸町2-1-48秋山ビル

土浦支店

029-822-4141

-

茨城県土浦市中央1-1-26 日本生命土浦ﾋﾞﾙ

宇都宮支店

028-634-7141

028-636-7171

栃木県宇都宮市二番町1-31

佐野支店

0283-22-3011

-

栃木県佐野市亀井町2649-3

茨城県水戸市南町3-3-55

前橋支店

027-223-7311

027-243-0050

高崎支店

027-326-1621

-

群馬県前橋市本町1-6-19

さいたま支店

048-643-3711

048-643-8320

浦和支店

048-822-7171

-

埼玉県さいたま市浦和区岸町4-25-14

川越支店

049-246-3211

-

埼玉県川越市脇田本町14-1 日本生命川越ﾋﾞﾙ

熊谷支店

048-521-2731

-

埼玉県熊谷市宮町2-45

越谷支店

048-964-5561

-

埼玉県越谷市弥生町3-33 越谷東駅前ﾋﾞﾙ

新潟支店

025-246-2011

025-244-3122

長岡支店

0258-36-4360

-

新潟県長岡市千手3-9-23

三条支店

0256-34-7511

-

新潟県三条市須頃1-20 三条商工会議所会館

群馬県高崎市連雀町81 日本生命高崎ﾋﾞﾙ
埼玉県さいたま市大宮区宮町 1-109-1 大宮宮町ﾋﾞﾙ

新潟県新潟市中央区万代4-4-27 NBF新潟ﾃﾚｺﾑﾋﾞﾙ

高田支店

025-524-2340

-

新潟県上越市大町3-2-1

長野支店

026-233-2141

-

長野県長野市三輪田町1291

松本支店

0263-33-7070

0263-33-0300

長野県松本市中央1-4-20 日本生命松本駅前ﾋﾞﾙ

小諸支店

0267-22-2591

-

長野県小諸市相生町3-3-3 小諸商工会議所会館

伊那支店

0265-72-5195

-

長野県伊那市荒井3413-2

千葉県

千葉支店

043-241-0078

043-243-7121

千葉県千葉市中央区新町1000 ｾﾝｼﾃｨﾀﾜｰ

船橋支店

047-433-8252

-

千葉県船橋市本町1-10-10 船橋商工会議所会館

館山支店

0470-22-2911

-

千葉県館山市北条1063-2

松戸支店

047-367-1191

東京支店

03-3270-1300

千葉県松戸市本町7-10 ちばぎんﾋﾞﾙ
03-3270-1282（中小企
業営一事業）
03-3270-7994（中小企
東京都千代田区大手町1-9-4 大手町ﾌｨﾅﾝｼｬﾙｼﾃｨ ﾉｰｽﾀﾜｰ
業営二事業）
03-3270-6801（中小企
業営三事業）

東京都

東京中央支店

03-3553-3441

-

新宿支店

03-3342-4171

03-3343-1261

上野支店

03-3835-1391

-

東京都台東区東上野2-18-10 日本生命上野ﾋﾞﾙ

江東支店

03-3631-8171

-

東京都墨田区江東橋3-7-8 日本生命錦糸町ﾋﾞﾙ

五反田支店

03-3490-7370

-

東京都品川区西五反田1-31-1 日本生命五反田ﾋﾞﾙ

大森支店

03-3761-7551

03-5763-3001

渋谷支店

03-3464-3311

-

池袋支店

03-3983-2131

03-3986-1261

板橋支店

03-3964-1811

-

山梨県
富山県

石川県

福井県

岐阜県

静岡県

愛知県

三重県

滋賀県

東京都新宿区西新宿1-14-9

東京都大田区大森北1-15-17
東京都渋谷区神南1-21-1 日本生命ﾋﾞﾙ
東京都豊島区東池袋1-24-1 ニッセイ池袋ビル
東京都板橋区氷川町39-2 板橋法人会館

千住支店

03-3881-6175

03-3870-2125

八王子支店

042-646-7711

-

立川支店

042-524-4191

042-528-1261

三鷹支店

0422-43-1151

-

東京都三鷹市下連雀3-26-9 ｻﾝｼﾛｰﾋﾞﾙ

045-201-9912

-

神奈川県横浜市中区山下町89-6 ﾌﾟﾗｲﾑﾀﾜｰ横浜

-

045-682-1061

横浜西口支店

045-311-2641

-

神奈川県横浜市西区北幸1-11-7 日本生命ﾋﾞﾙ

川崎支店

044-211-1211

-

神奈川県川崎市川崎区駅前本町11-2 川崎フロンティアビル

小田原支店

0465-23-3175

-

神奈川県小田原市城内1-21 小田原商工会館ﾋﾞﾙ

厚木支店

046-222-3315

046-297-5071

神奈川県厚木市中町3-11-21 明治安田生命厚木ﾋﾞﾙ

甲府支店

055-224-5361

055-228-5790

山梨県甲府市丸の内2-26-2

富山支店

076-431-1191

076-442-2483

富山県富山市桜橋通り2-25 富山第一生命ﾋﾞﾙ

高岡支店

0766-25-1171

-

富山県高岡市丸の内1-40 高岡商工ﾋﾞﾙ

金沢支店

076-263-7191

076-231-4275

石川県金沢市南町6-1 朝日生命金沢ﾋﾞﾙ

小松支店

0761-21-9101

-

福井支店

0776-33-1755

0776-33-0030

武生支店

0778-23-1133

-

岐阜支店

058ｰ263-2136

058-265-3171

多治見支店

0572-22-6341

-

静岡支店

054-254-4411

054-254-3631

静岡県静岡市葵区黒金町59-6 大同生命静岡ﾋﾞﾙ

浜松支店

053-454-2341

053-453-1611

静岡県浜松市中区板屋町111-2 浜松ｱｸﾄﾀﾜｰ

横浜支店

神奈川県

東京都中央区新川1-17-28

東京都足立区千住仲町41-1 三井生命北千住ﾋﾞﾙ
東京都八王子市東町7-3 T-5ﾌﾟﾚｲｽ
東京都立川市錦町1-9-15

神奈川県横浜市西区みなとみらい2-3-5 クイーンズタワーC棟

石川県小松市園町ﾆ-1 小松商工会議所ﾋﾞﾙ
福井県福井市西木田2-8-1 福井商工会議所ﾋﾞﾙ
福井県越前市北府3-1-5
（2月24日～福井県越前市府中1-2-3ｾﾝﾁｭﾘｰﾌﾟﾗｻﾞ）
岐阜県岐阜市吉野町6-31 岐阜スカイウイング37西棟
岐阜県多治見市本町2-70-5 東鉄ﾋﾞﾙ

沼津支店

055-931-5281

-

名古屋支店

052-561-6301

052-551-5181

静岡県沼津市市場町5-7

名古屋中支店

052-221-7241

-

熱田支店

052-681-2271

052-682-7881

豊橋支店

0532-52-3191

-

岡崎支店

0564-24-1711

0564-65-3025

一宮支店

0586-73-3131

-

津支店

059-227-5211

059-227-0251

四日市支店

059-352-3121

-

三重県四日市市元町9-18

伊勢支店

0596-24-5191

-

三重県伊勢市岩渕2-5-1 三銀日生ﾋﾞﾙ

大津支店

077-524-1656

077-524-3825

彦根支店

0749-24-0201

-

愛知県名古屋市中村区名駅3-25-9 堀内ﾋﾞﾙ
愛知県名古屋市中区錦1-11-20 大永ﾋﾞﾙ
愛知県名古屋市熱田区玉の井町7-30
愛知県豊橋市八町通2-15
愛知県岡崎市唐沢町1-4-2 朝日生命岡崎ﾋﾞﾙ
愛知県一宮市大志2-3-18
三重県津市万町津133

滋賀県大津市梅林1-3-10 滋賀ﾋﾞﾙ
滋賀県彦根市佐和町11-34

京都府

大阪府

兵庫県

奈良県
和歌山県

鳥取県

島根県

京都支店

075-211-3231

075-221-7825

京都府京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町101 ｱｰﾊﾞﾝﾈｯﾄ四条烏丸ﾋﾞﾙ

西陣支店

075-462-5121

-

京都府京都市上京区一条通御前通西入大上之町82

舞鶴支店

0773-75-2211

-

京都府舞鶴市字魚屋66

大阪支店

06-6315-0301

06-6314-7700

大阪府大阪市北区曽根崎2-3-5 梅新第一生命ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ

大阪西支店

06-6538-1401

06-4390-0366

大阪府大阪市西区西本町1-13-47 新信濃橋ﾋﾞﾙ

阿倍野支店

06-6621-1441

06-6623-2160

大阪府大阪市阿倍野区松崎町3-15-12

玉出支店

06-6659-1261

-

大阪府大阪市西成区玉出中2-15-22 明治安田生命玉出ﾋﾞﾙ

十三支店

06-6305-1631

-

大阪府大阪市淀川区新北野1-9-24 三井生命十三ﾋﾞﾙ

大阪南支店

06-6211-7507

-

大阪府大阪市中央区西心斎橋2-2-7 心斎橋東京海上日動ﾋﾞﾙ

堺支店

072-257-3600

072-255-1261

吹田支店

06-6319-2061

-

大阪府堺市北区長曽根町130-23 堺商工会議所会館
大阪府吹田市朝日町27-14 松岡ﾋﾞﾙ

守口支店

06-6993-6121

-

大阪府守口市京阪北本通4-10

泉佐野支店

072-462-1355

-

大阪府泉佐野市上町3-1-6

東大阪支店

06-6782-1321

06-6787-2661

大阪府東大阪市高井田元町2-9-2

神戸支店

078-341-4981

078-362-5961

兵庫県神戸市中央区東川崎町1-7-4 ﾊｰﾊﾞｰﾗﾝﾄﾞﾀﾞｲﾔﾆｯｾｲﾋﾞﾙ

神戸東支店

078-854-2900

-

兵庫県神戸市灘区友田町3-6-15 KHK灘ﾋﾞﾙ

姫路支店

079-225-0571

-

兵庫県姫路市忍町200

尼崎支店

06-6481-3601

-

兵庫県尼崎市東難波町4-18-1

明石支店

078-912-4114

-

兵庫県明石市樽屋町8-36

豊岡支店

0796-22-4327

-

兵庫県豊岡市千代田町10-6

奈良支店

0742-36-6700

0742-35-9910

奈良県奈良市大宮町7-1-33 奈良センタービルディング

和歌山支店

073-422-3151

073-431-9301

和歌山県和歌山市十二番丁58

田辺支店

0739-22-6120

-

鳥取支店

0857-22-3156

0857-23-1641

米子支店

0859-34-5821

-

松江支店

0852-23-2651

0852-21-0110

和歌山県田辺市高雄1-11-27
鳥取県鳥取市末広温泉町723 鳥取県JA会館
鳥取県米子市角盤町2-101
（2月10日～鳥取県米子市加茂町2-106 日本生命米子ﾋﾞﾙ）
島根県松江市殿町 111 松江ｾﾝﾁｭﾘｰﾋﾞﾙ

浜田支店

0855-22-2835

-

岡山支店

086-225-0011

086-222-7666

倉敷支店

086-425-8401

-

岡山県倉敷市阿知2-9-10 藤徳物産ﾋﾞﾙ

津山支店

0868-22-6135

-

岡山県津山市山下18-1

広島支店

082-244-2231

082-247-9151

呉支店

0823-24-2600

-

広島県呉市本通4-7-1-201 呉商工会議所ﾋﾞﾙ

尾道支店

0848-22-6111

-

広島県尾道市新浜1-6-26

福山支店

084-922-6550

-

広島県福山市光南町2-2-7

山口支店

083-922-3660

-

山口県山口市熊野町1-10 ﾆｭｰﾒﾃﾞｨｱﾌﾟﾗｻﾞ山口

下関支店

083-222-6225

083-223-2251

岩国支店

0827-22-6265

-

山口県岩国市今津町1-8-1 一番町ﾋﾞﾙ

徳山支店

0834-21-3455

-

山口県周南市慶万町4-2

徳島県

徳島支店

088-622-7271

088-625-7790

徳島県徳島市中洲町1-58

香川県

高松支店

087-851-0181

087-851-9141

香川県高松市寿町2-2-7 いちご高松ﾋﾞﾙ

松山支店

089-941-6148

089-943-1231

愛媛県松山市三番町6-7-3

宇和島支店

0895-22-4766

-

愛媛県宇和島市丸之内1-3-24 商工会議所会館

新居浜支店

0897-33-9101

-

愛媛県新居浜市繁本町3-3

高知支店

088-822-3191

088-875-0281

092-411-9111

-

岡山県

広島県

山口県

愛媛県

高知県

福岡支店

福岡県

島根県浜田市殿町82-7
岡山県岡山市北区柳町1-1-27 太陽生命岡山柳町ﾋﾞﾙ

広島県広島市中区紙屋町1-2-22 広島ﾄﾗﾝｳﾞｪｰﾙﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ

山口県下関市細江町2-4-3

高知県高知市堺町2-26 ﾋﾞｼﾞﾈｽｽｸｳｪｱ
福岡県福岡市博多区博多駅前3-26-29 九勧博多ﾋﾞﾙ

-

092-781-2261

福岡西支店

092-712-4381

-

福岡県福岡市中央区天神1-13-2 福岡興銀ビル

北九州支店

093-541-7550

093-531-9191

福岡県北九州市小倉北区鍛冶町1-10-10 大同生命北九州ﾋﾞﾙ

八幡支店

093-641-7715

-

福岡県北九州市八幡西区黒崎3-1-7 ｱｰｽｺｰﾄ黒崎駅前BLDG．

久留米支店

0942-34-1212

-

福岡県久留米市東町38-1 大同生命久留米ﾋﾞﾙ

福岡県福岡市中央区大名1-4-1 NDﾋﾞﾙ

佐賀県
長崎県

熊本県

大分県

宮崎県

鹿児島県

佐賀支店

0952-22-3341

0952-24-7224

佐賀県佐賀市駅南本町4-21

長崎支店

095-824-3141

095-823-6191

長崎県長崎市大黒町10-4

佐世保支店

0956-22-9155

-

長崎県佐世保市天満町2-21

熊本支店

096-353-6121

096-352-9155

八代支店

0965-32-5195

-

熊本県熊本市中央区安政町4-22

大分支店

097-535-0331

097-532-4106

大分県大分市都町2-1-12

別府支店

0977-25-1151

-

大分県別府市餅ヶ浜町9-1

宮崎支店

0985-23-3274

0985-24-4214

延岡支店

0982-33-6311

-

鹿児島支店

099-224-1241

099-223-2221

鹿屋支店

0994-42-5141

-

鹿児島県鹿屋市大手町2-19

川内支店

0996-20-2191

-

鹿児島県薩摩川内市西向田町5-29 南国殖産ﾋﾞﾙ

熊本県八代市出町4-17

宮崎県宮崎市橘通東3-6-30
宮崎県延岡市瀬之口町1-3-10
鹿児島県鹿児島市名山町1-26

（別紙５）

商工組合中央金庫（100支店）
都道府県

北海道

青森県
岩手県
宮城県
秋田県
山形県
福島県
茨城県
栃木県
群馬県
埼玉県
千葉県

東京都

神奈川県
新潟県
山梨県
長野県
岐阜県
静岡県

支店
札幌支店
函館支店
帯広支店
旭川支店
釧路営業所
青森支店
八戸支店
盛岡支店
仙台支店
秋田支店
山形支店
酒田支店
福島支店
会津若松営業所
水戸支店
宇都宮支店
足利支店
前橋支店
さいたま支店
熊谷支店
千葉支店
浦安出張所
松戸支店
本店営業部
押上支店
新宿支店
上野支店
深川支店
新木場支店
大森支店
東京支店
池袋支店
渋谷支店
神田支店
八王子支店
京浜島出張所
横浜支店
横浜西口支店
川崎支店
相模原営業所
新潟支店
長岡支店
甲府支店
長野支店
諏訪支店
松本支店
岐阜支店
高山営業所
静岡支店
浜松支店
沼津支店

電話番号
011-241-7231
0138-23-5621
0155-23-3185
0166-26-2181
0154-42-0671
017-734-5411
0178-45-8811
019-622-4185
022-225-7411
018-833-8531
023-632-2111
0234-24-3922
024-522-2171
0242-26-2617
029-225-5151
028-633-8191
0284-21-7131
027-224-8151
048-822-5151
048-525-3751
043-248-2345
047-355-8011
047-365-4111
03-3272-6111
03-3624-1161
03-3340-1551
03-3834-0111
03-3642-7131
03-5569-1711
03-3763-1251
03-3437-1231
03-3988-6311
03-3486-6511
03-3254-6811
042-646-3131
03-3799-0331
045-201-3952
045-314-3211
044-244-1101
042-786-6230
025-228-2181
0258-35-2121
055-233-1161
026-234-0145
0266-52-6600
0263-35-6211
058-263-9191
0577-32-3353
054-254-4131
053-454-1521
055-931-2924

住所
札幌市中央区大通西４－１
函館市若松町３－６
帯広市西三条南６－２０－１
旭川市五条通９－１７０３－８１
釧路市大町１－１－１
青森市長島２－１－７
八戸市大字八日町４０－２
盛岡市中央通３－４－６
仙台市青葉区中央２－１０－３０
秋田市中通２－４－１９
山形市幸町２－１
酒田市中町２－６－２２
福島市栄町８－１
会津若松市南千石町６－５
水戸市南町３－５－７
宇都宮市西１－１－１５
足利市通２－２７５１
前橋市大手町２－６－１７
さいたま市浦和区岸町４－２５－１３
熊谷市本町２－９５
千葉市中央区新町３－１３
浦安市鉄鋼通り２－１－６
松戸市松戸１８４６－２
中央区八重洲２－１０－１７
墨田区業平３－１０－８
新宿区西新宿１－２２－２
台東区上野１－１０－１２
江東区木場５－１１－１７
江東区新木場１－１８－６
大田区大森北１－１－１０
港区芝大門２－１２－１８
豊島区南池袋１－２１－１０
渋谷区渋谷２－１７－５
千代田区神田鍛冶町３－３－１２
八王子市横山町２－５
大田区京浜島２－１０－２
横浜市中区北仲通４－４０
横浜市西区北幸１－１１－１
川崎市川崎区駅前本町２６－４
相模原市中央区相模原４－３－１４
新潟市中央区西堀通四番町８１６－１０
長岡市城内町１－２－１０
甲府市中央１－６－１６
長野市西鶴賀町１４８３－１１
諏訪市大手１－１４－６
松本市中央２－１－２７
岐阜市若宮町９－１６
高山市天満町５－１
静岡市葵区追手町６－３
浜松市中区常盤町１３３－１
沼津市御幸町１７－５

名古屋支店
愛知県
熱田支店
豊橋支店
津支店
三重県
四日市支店
富山支店
富山県
高岡支店
石川県
金沢支店
福井県
福井支店
大津支店
滋賀県
彦根支店
京都府
京都支店
大阪支店
梅田支店
船場支店
大阪府
箕面船場支店
東大阪支店
堺支店
神戸支店
兵庫県
姫路支店
尼崎支店
奈良県
奈良支店
和歌山県
和歌山支店
鳥取支店
鳥取県
米子支店
島根県
松江支店
浜田営業所
岡山県
岡山支店
広島支店
広島県
広島西部支店
福山支店
下関支店
山口県
徳山支店
徳島県
徳島支店
香川県
高松支店
愛媛県
松山支店
高知県
高知支店
福岡支店
福岡流通センター出張所
福岡県
北九州支店
久留米支店
佐賀県
佐賀支店
長崎支店
長崎県
佐世保支店
熊本県
熊本支店
大分県
大分支店
宮崎県
宮崎支店
鹿児島県
鹿児島支店
沖縄県
那覇支店

052-951-7581
052-682-3111
0532-52-0221
059-228-4155
0593-51-4871
076-444-5121
0766-25-5431
076-221-6141
0776-23-2090
077-522-6791
0749-24-3831
075-361-1120
06-6532-0309
06-6372-6551
06-6261-8431
072-729-9181
06-6746-1221
072-232-9441
078-391-7541
079-223-8431
06-6481-7501
0742-26-1221
073-432-1281
0857-22-3171
0859-34-2711
0852-23-3131
0855-23-3033
086-225-1131
082-248-1151
082-277-5421
084-922-6830
083-223-1151
0834-21-4141
088-623-0101
087-821-6145
089-921-9151
088-822-4481
092-712-6551
092-622-2821
093-533-9567
0942-35-3381
0952-23-8121
095-823-6241
0956-23-8141
096-352-6184
097-534-4157
0985-24-1711
099-223-4101
098-866-0196

名古屋市中区錦３－２３－１８
名古屋市熱田区新尾頭２－２－３３
豊橋市松葉町３－７１－２
津市中央６－３０
四日市市鵜の森１－３－２０
富山市桜橋通り６－１１
高岡市丸の内2-6
金沢市本多町３－１－２５
福井市大手３－１４－９
大津市浜大津１－２－２２
彦根市旭町９－３
京都市下京区綾小路通烏丸西入童侍者町１５９－１

大阪市西区阿波座１－７－１３
大阪市北区芝田２－１－１８
大阪市中央区南船場１－１８－１７
箕面市船場東２－５－４７
東大阪市長田中２－１－３２
堺市堺区竜神橋町２－１－２
神戸市中央区伊藤町１１１
姫路市総社本町１１１
尼崎市東難波町５－１９－８
奈良市林小路町８－１
和歌山市本町３－２７
鳥取市片原２－２１８
米子市東町１６８
松江市殿町２１０
浜田市竹迫町２８８６
岡山市蕃山町４－１
広島市中区大手町２－１－２
広島市西区商工センター１－１４－１
福山市光南町１－１－３０
下関市細江町１－１－１３
周南市御幸通１－１０
徳島市西船場町２－３０
高松市瓦町１－３－８
松山市一番町２－６－４
高知市本町４－２－４６
福岡市中央区天神１－１３－２１
福岡市東区多の津１－７－１
北九州市小倉北区米町２－１－２
久留米市東町４２－２１
佐賀市駅前中央１－６－２３
長崎市銅座町２－１３
佐世保市常盤町４－２１
熊本市中央区花畑町１２－２４
大分市都町２－１－６
宮崎市錦町１－１０
鹿児島市西千石町１７－２４
那覇市久茂地２－２２－１０

