
最終更新日　平成30年3月31日

区　分 番号 施　　設　　名 住　　　　所

〇民間施設（1,297施設）

商業・飲食施設 1 ジャスコ佐賀大和店 佐賀市

（639施設） 2 ジャスコ江北店 江北町

3 ジャスコ唐津店 唐津市

4 イオンスーパーセンター佐賀店 佐賀市

5 ホームワイド佐賀大和店 佐賀市

6 ホームワイド江北店 江北町

7 ホームワイド三日月店 小城市

8 九州西友佐賀店 佐賀市

9 モラージュ佐賀 佐賀市

10 まいづる本店 唐津市

11 まいづるスリーナイン 唐津市

12 まいづるナイン呼子店 唐津市

13 まいづるナイン鏡店 唐津市

14 まいづるナイン相知店 唐津市

15 まいづるナイン山本店 唐津市

16 まいづるナイン西唐津店 唐津市

17 まいづるナイン肥前店 唐津市

18 まいづるナイン浜玉店 唐津市

19 まいづるナイン鎮西店 唐津市

20 まいづるナイン玄海店 玄海町

21 まいづるナイン唐房店 唐津市

22 佐賀玉屋 佐賀市

23 フレスポ鳥栖 鳥栖市

24 ゆめタウン武雄 武雄市

25 イオン上峰店 上峰町

26 有田ポーセリンパーク　のんのこの郷 有田町

27 あんくるふじや　本部 佐賀市

28 丸幸ラーメンセンター　基山本店 基山町

29 ショッピングセンターマイン みやき町

30 ホームプラザナフコ鳥栖店 鳥栖市

31 花やしき　本店 鳥栖市

32 ひぜん祐徳温泉　宝乃湯 鹿島市

33 伊万里温泉　白磁乃湯 伊万里市

34 吉野ヶ里温泉　卑弥呼乃湯 上峰町

35 スーパーモリナガ鹿島店 鹿島市

36 スーパーモリナガ唐津店 唐津市

37 スーパーモリナガ小城店 小城市

38 スーパーモリナガ高木瀬店 佐賀市

39 スーパーモリナガ空港通り店 佐賀市

40 スーパーモリナガ本庄店 佐賀市

41 ＭＶアーガス本店 佐賀市

42 マックスバリュ三日月店 小城市

43 マックスバリュ武雄店 武雄市

44 スーパーセンターイズミ鳥栖 鳥栖市

45 コスモス薬品川副店 佐賀市

46 コスモス薬品伊万里店 伊万里市

47 コスモス薬品江北店 江北町

48 コスモス薬品北茂安店 みやき町

49 コスモス薬品武雄店 武雄市

50 鳥栖プレミアム・アウトレット 鳥栖市

51 多久ショッピングセンター「コーリー」 多久市

52 ヤマダ電機佐賀本店 佐賀市

53 ローソン佐賀片田江店 佐賀市

54 マックスバリュ基山店 基山町

55 グッデイ牛津店 小城市

56 ゆめタウン佐賀店 佐賀市



最終更新日　平成30年3月31日

区　分 番号 施　　設　　名 住　　　　所

57 有田焼卸団地協同組合 有田町

58 マックスバリュ有田店 有田町

59 ラウンドワンスタジアム佐賀店 佐賀市

60 ホームセンターユートク千代田店 神埼市

61 Ａコープ佐賀ララベル店 鹿島市

62 ファインズTAKEDA 伊万里市

63 小城ショッピングセンター　アーバン 小城市

64 あんくる夢市場久保田店 佐賀市

65 ショッピングセンター　サンプラザ 吉野ヶ里町

66 協同組合ショッパーズかんざき　サピエ 神埼市

67 グッデイ唐津店 唐津市

68 株式会社ブルーム 唐津市

69 中村ストアーエレナ伊万里店 伊万里市

70 ショッピングタウンピオ 鹿島市

71 ローソン川副南里店 佐賀市

72 ローソン佐賀森林公園前店 佐賀市

73 ローソン鳥栖インター店 鳥栖市

74 ローソン小城牛津店 小城市

75 ドラッグイレブン大財店 佐賀市

76 ドラッグイレブン伊万里店 伊万里市

77 ベスト電器佐賀本店 佐賀市

78 ベスト電器唐津バイパス店 唐津市

79 ベスト電器伊万里店 伊万里市

80 ベスト電器武雄店 武雄市

81 ベスト電器鹿島店 鹿島市

82 ベスト電器佐賀大和店 佐賀市

83 ベスト電器江北店 江北町

84 ベスト電器小城店 小城市

85 ベスト電器鳥栖店 鳥栖市

86 コスモス薬品鳥栖今泉店 鳥栖市

87 コスモス薬品基山店 基山町

88 コスモス薬品伊万里中央店 伊万里市

89 コスモス薬品佐賀兵庫店 佐賀市

90 コスモス薬品鍋島店 佐賀市

91 溝上薬局本店 佐賀市

92 溝上薬局空港通り店 佐賀市

93 溝上薬局大和国分店 佐賀市

94 ミドリ薬品神埼店 神埼市

95 ミドリ薬品本庄店 佐賀市

96 村岡屋製菓工場 佐賀市

97 ネッツトヨタ佐賀株式会社　北佐賀店 佐賀市

98 ドコモショップ佐賀西店 佐賀市

99 ドコモショップ牛津店 小城市

100 ドコモショップ江北店 江北町

101 千代田ショッピングセンター　アニー 神埼市

102 有限会社伊万里スイミングクラブ 伊万里市

103 フタタ伊万里店 伊万里市

104 ダイレックス伊万里店 伊万里市

105 ホームプラザナフコ伊万里店 伊万里市

106 ドラッグストアモリ兵庫店 佐賀市

107 ドラッグストアモリ南佐賀店 佐賀市

108 ドラッグストアモリ神埼店 神埼市

109 ドラッグストアモリ中原店 みやき町

110 マックスバリュ伊万里駅前店 伊万里市

111 ホームセンターユートク武雄店 武雄市

112 メガネの三城　佐賀本店 佐賀市

113 ドンキー薬局 佐賀市

114 デオデオ佐賀本店 佐賀市
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115 株式会社ヴィクトリアゴルフ佐賀店 佐賀市

116 グラッチェガーデンズ佐賀大財店 佐賀市

117 佐賀ダイハツ販売株式会社　本社 佐賀市

118 佐賀ダイハツ販売株式会社　鳥栖店 鳥栖市

119 佐賀ダイハツ販売株式会社　吉野ヶ里店 吉野ヶ里町

120 佐賀ダイハツ販売株式会社　多久店 多久市

121 Ａコープブリス店 有田町

122 まるたか生鮮市場有田店 有田町

123 西松屋チェーン　アクロスプラザ武雄店 武雄市

124 本庄うなぎ屋本庄店 佐賀市

125 株式会社佐賀マツダ　佐賀営業所 佐賀市

126 株式会社佐賀マツダ　城北営業所 佐賀市

127 紳士服のフタタ　佐賀西バイパス店 佐賀市

128 紳士服のフタタ　唐津店 唐津市

129 紳士服のフタタ　武雄店 武雄市

130 紳士服のフタタ　鹿島店 鹿島市

131 紳士服のフタタ　佐賀兵庫本店 佐賀市

132 中村ストアーエレナ太良店 太良町

133 武雄ボウリングセンター　タケオボウル 武雄市

134 ホームプラザナフコ武雄店 武雄市

135 サイクルベースあさひ佐賀店 佐賀市

136 ホームプラザナフコ鹿島店 鹿島市

137 Ａ－プライス武雄店 武雄市

138 セブンイレブン伊万里大里店 伊万里市

139 セブンイレブン伊万里立花町店 伊万里市

140 セブンイレブン伊万里六仙寺店 伊万里市

141 セブンイレブン伊万里東山代里店 伊万里市

142 セブンイレブン嬉野築城店 嬉野市

143 セブンイレブン小城松尾店 小城市

144 セブンイレブン三日月堀江店 小城市

145 セブンイレブン唐津千々賀店 唐津市

146 セブンイレブン唐津徳須恵店 唐津市

147 セブンイレブン唐津相知山崎店 唐津市

148 セブンイレブン東唐津駅前店 唐津市

149 セブンイレブン神埼飯町店 神埼市

150 セブンイレブン佐賀新栄東１丁目店 佐賀市

151 セブンイレブン佐賀新郷本町店 佐賀市

152 セブンイレブン佐賀高木瀬東５丁目店 佐賀市

153 セブンイレブン佐賀天神２丁目店 佐賀市

154 セブンイレブン佐賀南部バイパス本庄店 佐賀市

155 セブンイレブン佐賀早津江橋店 佐賀市

156 セブンイレブン佐賀兵庫南店 佐賀市

157 セブンイレブン佐賀大和町店 佐賀市

158 セブンイレブン佐賀大和尼寺店 佐賀市

159 セブンイレブン佐賀兵庫藤木店 佐賀市

160 セブンイレブン佐賀大財２丁目店 佐賀市

161 セブンイレブン佐賀三瀬店 佐賀市

162 セブンイレブン東多久店 多久市

163 セブンイレブン武雄川良店 武雄市

164 セブンイレブン武雄上西山店 武雄市

165 セブンイレブン武雄橘町店 武雄市

166 セブンイレブン鳥栖田代大官町店 鳥栖市

167 セブンイレブン鳥栖本鳥栖町店 鳥栖市

168 セブンイレブン佐賀競馬場前店 鳥栖市

169 セブンイレブン鳥栖曽根崎町店 鳥栖市

170 セブンイレブン肥前鹿島駅前店 鹿島市

171 セブンイレブンみやき町原古賀店 みやき町

172 セブンイレブンみやき町蓑原店 みやき町
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173 セブンイレブン川副鹿江店 佐賀市

174 セブンイレブン千代田嘉納店 神埼市

175 セブンイレブン基山けやき通り店 基山町

176 セブンイレブン武雄北方店 武雄市

177 ショッピングセンターぷらっと武雄店 武雄市

178 ＴＯＴＯ佐賀ショールーム 佐賀市

179 Ａコープ川良店 武雄市

180 紳士服はるやま佐賀兵庫店 佐賀市

181 すたみな太郎佐賀大和店 佐賀市

182 マリンセンターおさかな村 唐津市

183 ホームプラザナフコ唐津店 唐津市

184 トヨタカローラ佐賀　佐賀店 佐賀市

185 くぼ薬局医大通り店 佐賀市

186 Aコープ城南店 佐賀市

187 Aコープ厳木店 唐津市

188 Aコープはぴる肥前店 唐津市

189 Aコープいまり店 伊万里市

190 Aコープしろいし店 白石町

191 三穀旬菜八十八　こめこめ佐賀店 佐賀市

192 レクサス佐賀 佐賀市

193 株式会社スズキ自販佐賀 佐賀市

194 中央ホンダ販売株式会社佐賀営業所 佐賀市

195 中央ホンダ販売株式会社唐津営業所 唐津市

196 中央ホンダ販売株式会社鳥栖営業所 鳥栖市

197 ネッツトヨタ株式会社本店 佐賀市

198 ネッツトヨタ株式会社EAST SHOP 佐賀市

199 ネッツトヨタ株式会社唐津店 唐津市

200 ネッツトヨタ株式会社鳥栖店 鳥栖市

201 ネッツトヨタ株式会社武雄店 武雄市

202 ネッツトヨタ株式会社伊万里店 伊万里市

203 ネッツトヨタ株式会社鹿島店 鹿島市

204 ホンダカーズ佐賀株式会社南部バイパス店 佐賀市

205 佐賀ぽかぽか温泉 佐賀市

206 九州三菱自動車販売株式会社佐賀支店 佐賀市

207 博多ラーメン一楽堂　高木瀬店 佐賀市

208 ヤマダ電機テックランド唐津店 唐津市

209 ローソン佐賀諸富店 佐賀市

210 ローソン小城上砥川店 小城市

211 ローソン鳥栖轟木店 鳥栖市

212 道の駅大和そよかぜ館 佐賀市

213 ホームプラザナフコ南佐賀店 佐賀市

214 ナフコツーワンスタイル南佐賀店 佐賀市

215 TSUTAYA医大通り店 佐賀市

216 TSUTAYA兵庫町店 佐賀市

217 ソフトバンク佐賀中央 佐賀市

218 お祭り一番館佐賀店 佐賀市

219 つり具のまるきん伊万里本店 伊万里市

220 つり具のまるきん唐津バイパス店 唐津市

221 つり具のまるきん佐賀北部バイパス店 佐賀市

222 いけす海幸 佐賀市

223 ビューテック二葉 佐賀市

224 日産サティオ佐賀本店 佐賀市

225 日産サティオ佐賀Ｐ’ｓ佐賀店 佐賀市

226 イエローハットモラージュ佐賀店 佐賀市

227 トライ・アム　サンカクヤ佐賀店 佐賀市

228 西松屋チェーン佐賀店 佐賀市

229 西松屋チェーン佐賀鍋島店 佐賀市

230 あずみうどん兵庫店 佐賀市
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231 すし大臣佐賀店 佐賀市

232 眼鏡市場鳥栖店 鳥栖市

233 文具でぶんぐ 鳥栖市

234 まるみつ三日月店 小城市

235 基山ラジウム温泉 基山町

236 JAさが営農生活センター 鳥栖市

237 ダイハツカーネットViXi九州鳥栖 鳥栖市

238 アサヒドラッグ朝日町店 唐津市

239 アサヒドラッグ浜玉店 唐津市

240 あさひ薬局松南店 唐津市

241 あさひ薬局からつ駅前店 唐津市

242 佐賀日産自動車株式会社伊万里店 伊万里市

243 有限会社大沢家具店 武雄市

244 宮崎薬局武雄東部店 武雄市

245 特産物直売所和泉式部の里 嬉野市

246 ユウアイ薬局大町店 大町町

247 トヨタカローラ佐賀　鳥栖店 鳥栖市

248 トヨタカローラ佐賀　武雄店 武雄市

249 トヨタカローラ佐賀　イルカ店鹿島 鹿島市

250 トヨタカローラ佐賀　唐津店 唐津市

251 トヨタカローラ佐賀　伊万里店 伊万里市

252 白玉饅頭元祖吉野屋 佐賀市

253 株式会社日産サティオ佐賀吉野ヶ里店 吉野ヶ里町

254 株式会社日産サティオ佐賀伊万里店 伊万里市

255 山小屋ラーメン三日月店 小城市

256 ホームプラザナフコ牛津店 小城市

257 ワンダーランド江北店 江北町

258 MKレストラン佐賀大和店 佐賀市

259 ソフトバンク鳥栖 鳥栖市

260 佐賀トヨペット株式会社鳥栖店 鳥栖市

261 メガネの立石鳥栖店 鳥栖市

262 ショッピングタウン　サンパーク 白石町

263 ドコモショップ武雄店 武雄市

264 ホンダカーズ西佐賀　武雄店 武雄市

265 ホンダカーズ西佐賀　北方サービスセンター 武雄市

266 ホンダカーズ西佐賀　鹿島店 鹿島市

267 ホンダカーズ西佐賀　武雄インター店 武雄市

268 眼鏡市場吉野ヶ里店 吉野ヶ里町

269 ａｕショップ佐賀本庄 佐賀市

270 木村文機　北川副店 佐賀市

271 明日香　大和店 佐賀市

272 日産サティオ佐賀久保田中古車センター 佐賀市

273 たまご家　兵庫店　 佐賀市

274 株式会社ホンダカーズ福岡鳥栖蔵上店 鳥栖市

275 佐賀日産自動車株式会社鳥栖店 鳥栖市

276 健栄薬局 唐津市

277 協同組合相知ショッピングセンターサンファイブ 唐津市

278 有限会社　きたはた薬局 唐津市

279 唐津メモリードホール 唐津市

280 佐賀牛なかむら 唐津市

281 有限会社　アップル健康館 伊万里市

282 西九州スバル株式会社　伊万里店 伊万里市

283 いしむら　伊万里店 伊万里市

284 ドラッグ＆フレッシュトライアル伊万里店 伊万里市

285 直売所　松浦の里 伊万里市

286 道の駅・伊万里ふるさと村 伊万里市

287 ファームステーション四季ありた 有田町

288 健康ガーデンサロン愛＋武雄店 武雄市
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289 株式会社日産サティオ佐賀武雄店 武雄市

290 ダイソー　エレナ嬉野店 嬉野市

291 中村ストアー　エレナ嬉野店 嬉野市

292 嬉野温泉　肥前夢街道 嬉野市

293 ショッピングセンター“ぷらっと” 嬉野市

294 株式会社マルキョウ嬉野店 嬉野市

295 九州三菱自動車販売株式会社唐津店 唐津市

296 九州三菱自動車販売株式会社鳥栖店 鳥栖市

297 古着屋西海岸 佐賀市

298 旬鮮市場　久保田店 佐賀市

299 ホンダカーズ佐賀株式会社オートテラス佐賀 佐賀市

300 ホンダカーズ佐賀株式会社鍋島店 佐賀市

301 株式会社レッドキャベツ　多布施店 佐賀市

302 株式会社レッドキャベツ　蔵上店 鳥栖市

303 佐賀トヨペット株式会社　佐賀店 佐賀市

304 佐賀トヨペット株式会社　鹿島店 鹿島市

305 ローソン佐賀卸本町店 佐賀市

306 ローソン唐津東城内店 唐津市

307 ローソン大町町立病院前 大町町

308 ローソン佐賀江北店 江北町

309 食事処　丸徳 佐賀市

310 ごはん処やよい軒　南佐賀店 佐賀市

311 玄海みなとん里 唐津市

312 ホンダ西九州販売　株式会社 伊万里市

313 株式会社伊万里玉屋 伊万里市

314 カイセイ薬局　伊万里駅前店 伊万里市

315 株式会社松葉屋　六仙寺店 伊万里市

316 ディｰ・ツー 伊万里市

317 ＳＡＫＵＲＡ有田店 有田町

318 メガネの立石　武雄店 武雄市

319 ワンダーランド　鹿島店 鹿島市

320 ドコモショップ　嬉野店 嬉野市

321 武雄自動車学校 武雄市

322 おおぞら薬局 鹿島市

323 スカイタワーホテル 鹿島市

324 ドコモショップ鹿島店 鹿島市

325 すたみな太郎　鳥栖店 鳥栖市

326 一期一会 基山町

327 回転寿司しげなが　弥生が丘店　 鳥栖市

328 鳥栖ガス株式会社 鳥栖市

329 わたや薬局 鳥栖市

330 チマキング　基山店 基山町

331 あんくる夢市場　弥生ヶ丘店 鳥栖市

332 サンキ　鳥栖店 鳥栖市

333 ドコモショップ　基山店 基山町

334 ドコモショップ　鳥栖店 鳥栖市

335 ホームプラザナフコ　中原店 みやき町

336 デイリーヤマザキ佐賀西与賀店 佐賀市

337 シューズ愛ランド佐賀店 佐賀市

338 アコルくんのペットショップ佐賀店 佐賀市

339 道の駅吉野ヶ里　さざんか千坊館 吉野ヶ里町

340 宮脇書店　唐津店 唐津市

341 河太郎　駐車場 唐津市

342 サンドラッグ　弥生ヶ丘店 鳥栖市

343 株式会社　日産サティオ佐賀　鳥栖店 鳥栖市

344 いちむら薬局 鳥栖市

345 日本ハム物流株式会社　九州センター 鳥栖市

346 キャロル上峰店 上峰町



最終更新日　平成30年3月31日

区　分 番号 施　　設　　名 住　　　　所

347 フイッシング　ナカムラ 上峰町

348 グッデイ上峰店 上峰町

349 株式会社ライトオン　佐賀上峰店 上峰町

350 株式会社西松屋チェーン伊万里店 伊万里市

351 ワンダーランド武雄店 武雄市

352  西九州トヨタ自動車株式会社武雄店 武雄市

353 北方温泉四季の里　七彩の湯 武雄市

354 四季の里　なないろ村 武雄市

355 デイリーフレッシュ旬鮮武雄店 武雄市

356 ダイナム三日月店 小城市

357 ダイナム江北店 江北町

358 ダイナム鹿島店 鹿島市

359 ダイナム鳥栖店 鳥栖市

360 ダイナム神埼店 神埼市

361 ダイナム川副店 佐賀市

362 ダイレックス佐賀店 佐賀市

363 ダイレックス高木瀬店 佐賀市

364 ダイレックス武雄店 武雄市

365 ダイレックス江北店 江北町

366 ダイレックス鳥栖店 鳥栖市

367 ダイレックス鹿島店 鹿島市

368 ダイレックス日の隈店 神埼市

369 ダイレックス鏡店 唐津市

370 ダイレックス開成店 佐賀市

371 ハナタスキ日の隈店 神埼市

372 ダイレックス１・２・３北茂安 みやき町

373 ラ・ポール三神店 神埼市

374 ドコモショップ佐賀北店 佐賀市

375 食の蔵　爐庵 鳥栖市

376 スマイル 武雄市

377 リバティーカルチャーセンター 唐津市

378 ａｕショップ唐津 唐津市

379 近松ストアー　和多田店 唐津市

380 ドコモショップ佐賀医大通り店 佐賀市

381 ドコモショップ佐賀中央店 佐賀市

382 ユーコーラッキー三田川店 吉野ヶ里町

383 サンフレッシュ神田店 唐津市

384 宝すし 鹿島市

385 溶岩窯工房ポワッち 小城市

386 昭和の学校　元気村 佐賀市

387 佐賀健康保養センターかんざき 神埼市

388 株式会社ホンダカーズ福岡オートテラス鳥栖 鳥栖市

389 玉屋みやき店 みやき町

390 まちの駅とす 鳥栖市

391 ホームセンターユートク鳥栖店 鳥栖市

392 ユートク食品館　鳥栖店 鳥栖市

393 ユートク食品館　北方店 武雄市

394 ホームセンターユートク有田店 有田町

395 ホームセンターユートク鹿島店 鹿島市

396 ホームセンターユートク唐津店 唐津市

397 ホームセンターユートク太良店 太良町

398 農事組合法人　菜海ありあけ 白石町

399 奥武雄温泉　四季のそら 武雄市

400 スーパーモリナガ吉野ヶ里店 吉野ヶ里町

401 ファミリーマート佐賀高木瀬店 佐賀市

402 あんくる夢市場　唐津店 唐津市

403 Aコープ　からつ店 唐津市

404 Aコープ　やまもと店 唐津市



最終更新日　平成30年3月31日

区　分 番号 施　　設　　名 住　　　　所

405 ローソン基山けやき台入口店 基山町

406 ローソン養父店 鳥栖市

407 ローソン鳥栖高校前店 鳥栖市

408 ローソンプラス鳥栖今泉店 鳥栖市

409 ローソンプラス轟木店 鳥栖市

410 ローソンプラス伊万里市役所前店 伊万里市

411 株式会社オーシャン 佐賀市

412 北山の森のベーカリー　Belle bois　ベル　ボアーズ 佐賀市

413 ダムの駅　富士しゃくなげの里 佐賀市

414 しろいし特産物直売所運営協議会 白石町

415 佐嘉平川屋　嬉野店 嬉野市

416 デイリーヤマサキ　佐賀嬉野店 嬉野市

417 ドコモショップ有田店 有田町

418 ドコモショップ伊万里店 伊万里市

419 株式会社ベストビート　ワンダーランド伊万里店 伊万里市

420 ブックス　グリーンウッド みやき町

421 セリオ　ショッピングプラザ 小城市

422 トライアル　三日月店 小城市

423 合同会社　西友サニー鳥栖店 鳥栖市

424 いしむら　鳥栖店 鳥栖市

425 川東カイセイ薬局 伊万里市

426 ゴールドラッシュ　本庄店 佐賀市

427 グッデイ佐賀本庄店 佐賀市

428 アメリカパン株式会社 鹿島市

429 セブンイレブン佐賀川久保店 佐賀市

430 セブンイレブン佐賀金立町店 佐賀市

431 セブンイレブン佐賀若楠１丁目店 佐賀市

432 セブンイレブン佐賀嘉瀬扇町店 佐賀市

433 セブンイレブン佐賀医大通り店 佐賀市

434 セブンイレブン神埼日の隈店 神埼市

435 セブンイレブン佐賀駅前中央２丁目店 佐賀市

436 セブンイレブン佐賀大和梅野店 佐賀市

437 セブンイレブン小城牛津店 小城市

438 セブンイレブン多久北多久町店 多久市

439 セブンイレブン小城芦刈町店 小城市

440 セブンイレブン佐賀大和川上店 佐賀市

441 セブンイレブン多久南店 多久市

442 セブンイレブン伊万里瀬戸町店 伊万里市

443 セブンイレブン伊万里八谷搦店 伊万里市

444 セブンイレブン佐賀鎮西町筒江店 唐津市

445 セブンイレブン唐津鎮西町加倉店 唐津市

446 セブンイレブン唐津佐志浜店 唐津市

447 セブンイレブン唐津浜玉店 唐津市

448 セブンイレブン嬉野岩屋店 嬉野市

449 セブンイレブン佐賀福富店 白石町

450 セブンイレブン佐賀白石店 白石町

451 セブンイレブン塩田馬場下店 嬉野市

452 セブンイレブン肥前大町店 大町町

453 セブンイレブン武雄若木町店 武雄市

454 栄玉　本庄店 佐賀市

455 マックスバリュ若楠店 佐賀市

456 マックスバリュ尼寺店 佐賀市

457 マックスバリュ巨勢店 佐賀市

458 愛敬薬局　夢咲支店 佐賀市

459 川副ショッピングセンター（協）ラポール 佐賀市

460 コメリ　ハード＆グリーン末光店 鹿島市

461 コメリ　ハード＆グリーン小城店 小城市

462 コメリ　ハード＆グリーン有田店 有田町



最終更新日　平成30年3月31日

区　分 番号 施　　設　　名 住　　　　所

463 コメリ　ハード＆グリーン日の隈店 神埼市

464 コメリ　ハード＆グリーン神埼店 神埼市

465 コメリ　ハード＆グリーン基山店 基山町

466 コメリ　ハード＆グリーン白石店 白石町

467 コメリ　ハード＆グリーン山内店 武雄市

468 アルペン村 鳥栖市

469 元気村　ユアー新鮮館 多久市

470 セブンイレブン鳥栖宿町店 鳥栖市

471 セブンイレブン基山長野店 基山町

472 セブンイレブン鳥栖古賀町店 鳥栖市

473 メガセンタートライアル鹿島店 鹿島市

474 古湯温泉館 佐賀市

475 メガネのヨネザワ有田店 有田町

476 サンフレッシュ伊万里店 伊万里市

477 いしむら本庄店 佐賀市

478 株式会社庄屋フードシステム　庄屋鳥栖元町店 鳥栖市

479 株式会社トライアルカンパニー　ドラッグ＆フレッシュトライアル上峰 上峰町

480 華さん食堂鳥栖店 鳥栖市

481 佐川急便（株）鳥栖店 鳥栖市

482 マルキョウ武雄店 武雄市

483 山下医科器機株式会社 鳥栖市

484 神埼やぐら寿司 神埼市

485 本田薬局　兵庫店 佐賀市

486 洋服の青山　アクロスプラザ武雄店 武雄市

487 エイト薬局　目達原店 吉野ヶ里町

488 AGスクエア佐賀武雄店 武雄市

489 （株）ライトオン　アクロスプラザ武雄店 武雄市

490 セブンイレブン伊万里南波多店 伊万里市

491 佐賀ダイハツ販売（株）伊万里店 伊万里市

492 クリナップ株式会社　佐賀営業所 佐賀市

493 ホームセンターユートク　多久店 多久市

494 リコージャパン（株）　佐賀支社 佐賀市

495 三日月ショッピングシティ協同組合 小城市

496 ホールセールトス 鳥栖市

497 焼肉なべしま　佐賀兵庫店 佐賀市

498 （株）ウエスト佐賀光法店 佐賀市

499 ドコモショップ　唐津店 唐津市

500 ドコモショップ　唐津和多田店 唐津市

501 ドコモショップ　唐津名護屋店 唐津市

502 株式会社もち吉　唐津店 唐津市

503 TSUTAYA　兵庫南店 佐賀市

504 セブンイレブン唐津幸多里の浜店 唐津市

505 アルタ高木瀬店 佐賀市

506 アルタ新栄店 佐賀市

507 アルタ開成店 佐賀市

508 タマホーム株式会社　佐賀支店 佐賀市

509 バッケンハイム　ボルガ 佐賀市

510 梅の花　佐賀大和店 佐賀市

511 株式会社トヨタレンタリース佐賀 佐賀市

512 水ケ江調剤薬局　八田店 佐賀市

513 びっくりドンキー佐賀北バイパス店 佐賀市

514 ローソン佐賀本庄店 佐賀市

515 マックスバリュ佐賀西店 佐賀市

516 西九州トヨタ自動車株式会社　唐津店 唐津市

517 西九州トヨタ自動車株式会社　Ｕ－ＰＡＲＫ唐津店 唐津市

518 Ａコープ有浦店 玄海町

519 山茶花の湯 吉野ヶ里町

520 神代薬局　神野東店 佐賀市



最終更新日　平成30年3月31日

区　分 番号 施　　設　　名 住　　　　所

521 ヤマダ電機佐賀南部バイパス店 佐賀市

522 西九州トヨタ自動車　本社・佐賀店 佐賀市

523 タイヘイ薬局メディカルモールおぎ店 小城市

524 ダイソー＆アオヤマ１００ＹＥＮＰＬＡＺＡ　佐賀八戸本店 佐賀市

525 アルカディアＳＡＧＡ 佐賀市

526 スーパーセンター　トライアルみやき店 みやき町

527 割烹　津田屋 佐賀市

528 旬鮮市場　鳥栖店 鳥栖市

529 サンフレッシュ四番館 唐津市

530 セブンイレブン唐津山本店 唐津市

531 ファミリー８（エイト） 唐津市

532 ザ・ダイソー佐賀兵庫南店 佐賀市

533 ダイナム　信頼の森　佐賀大和店 佐賀市

534 中野ハウジングモデルハウス佐賀展示場 佐賀市

535 うお蔵長兵衛 佐賀市

536 （株）ウエスト　佐賀大和店 佐賀市

537 佐賀トヨペット（株）武雄店 武雄市

538 西九州トヨタ自動車株式会社　大財店 佐賀市

539 セブンイレブン唐津栄町店 唐津市

540 ゲオ佐賀上峰店 上峰町

541 セブンイレブン佐賀大赤松町店 佐賀市

542 日新薬局 佐賀市

543 Ａコープ虹の松原店 唐津市

544 西松屋　唐津店 唐津市

545 ローソン佐賀大学通り店 佐賀市

546 ローソン佐賀新栄東店 佐賀市

547 ローソン佐賀鍋島流通センター前店 佐賀市

548 有限会社　ゆうゆう佐賀店 佐賀市

549 株式会社ニコー兵庫店 佐賀市

550 特産物直売所　味らん館 佐賀市

551 本場さぬきうどん　讃州　佐賀本店 佐賀市

552 リサイクルマート　佐賀店 佐賀市

553 ＪＡさが風土館　季楽 佐賀市

554 ＪＡ佐賀牛レストラン季楽　本店 佐賀市

555 ミスターマックス　北茂安店 みやき町

556 マックスバリュ　東与賀店 佐賀市

557 ドンキホーテ　佐賀店 佐賀市

558 本庄うなぎ屋北部店 佐賀市

559 ヤマダ電機テックランド上峰店 上峰町

560 コメリホームセンター唐津店 唐津市

561 コメリホームセンターみやき店 みやき町

562 コメリハード＆グリーン北波多店 唐津市

563 ヤマダ電機テックランド多久店 多久市

564 しーじゃっく三田川店 吉野ヶ里町

565 ドコモショップ三日月店 小城市

566 ほっともっと小城店 小城市

567 ドコモショップ多久店 多久市

568 マックスバリュ鳥栖村田店 鳥栖市

569 しーじゃっく開成店 佐賀市

570 道の駅　山内 武雄市

571 ソフトバンク　兵庫店 佐賀市

572 リサイクルショップフライズ　佐賀店 佐賀市

573 共立薬局 有田町

574 アルナ薬局有田店 有田町

575 アスタラビスタ　みやき店 みやき町

576 あんくる夢市場　鹿島店 鹿島市

577 リサイクルショップフライズ　鳥栖店 鳥栖市

578 コメリハード＆グリーン黒川店 唐津市



最終更新日　平成30年3月31日

区　分 番号 施　　設　　名 住　　　　所

579 ユーコーラッキー鳥栖郊外店 鳥栖市

580 フアミリーマート鳥栖驫木店 鳥栖市

581 （株）玉屋伊万里店 伊万里市

582 西九州トヨタ自動車（株）神埼店 神埼市

583 西九州トヨタ自動車（株）U=PARK佐賀店 佐賀市

584 コープさが生活協同組合 佐賀市

585 JF佐賀有明海直販所まえうみもん 佐賀市

586 （株）ニコー大和店 佐賀市

587 佐賀日産自動車（株）中古センター 佐賀市

588 佐賀日産自動車（株）鹿島店 鹿島市

589 佐賀日産自動車（株）武雄店 武雄市

590 佐賀日産自動車（株）佐賀店 佐賀市

591 佐賀日産自動車（株）佐賀店サービス工場 佐賀市

592 アルナ薬局好生館前店 佐賀市

593 らいふ薬局佐賀県医療センター前店 佐賀市

594 佐賀北薬局2号店 佐賀市

595 ドラッグストアーモリ高木瀬店 佐賀市

596 アルタフーズ夢咲市場店 佐賀市

597 ビッグモーター佐賀大和店 佐賀市

598 餃子の王将佐賀夢咲店 佐賀市

599 ビッグモーターみやき店 みやき町

600 リサイクルマート　かかし吉野ヶ里店 吉野ヶ里町

601 吉野家佐賀環状東通り店 佐賀市

602 溝上薬局久保和泉店 佐賀市

603 大阪王将モラージュ佐賀店 佐賀市

604 アスタラビスタ　吉野ヶ里店 吉野ヶ里町

605 ピース薬局ドライブスルー夢咲店 佐賀市

606 （株）スーパーモリナガ白石 白石町

607 あきんどスシロー鍋島店 佐賀市

608 あきんどスシロー兵庫店 佐賀市

609 あきんどスシロー南佐賀店 佐賀市

610 フィットネスクラブレフコゆめタウン佐賀店 佐賀市

611 （株）日産サティオ佐賀鹿島店 鹿島市

612 旬菜舎さと山 佐賀市

613 （株）スーパーモリナガ唐津佐志店 唐津市

614 佐賀ダイハツ（株）佐賀店 佐賀市

615 佐賀ダイハツ（株）兵庫店 佐賀市

616 佐賀ダイハツ（株）唐津店 唐津市

617 佐賀ダイハツ（株）鹿島店 鹿島市

618 佐賀ダイハツ（株）武雄店 武雄市

619 佐賀ダイハツ（株）弥生が丘店 鳥栖市

620 佐賀ダイハツ（株）佐賀南店 佐賀市

621 辻薬局神田店 唐津市

622 メルヘン村 武雄市

623 ｺﾒﾘﾊｰﾄﾞ＆ｸﾞﾘｰﾝ 多久店 多久市

624 有限会社　来久軒 武雄市

625 ダイナム佐賀唐津店 唐津市

626 玉屋みやき店 みやき町

627 ダイナム信頼の森佐賀大和店 佐賀市

628 ダイナム上峰店 上峰町

629 株式会社積文館書店　佐大通り店 佐賀市

630 セブンイレブン開成５丁目店 佐賀市

631 マックスバリュ南佐賀店 佐賀市

632 ゆめマートさが 佐賀市

633 セブンイレブン佐賀白石廿治店 白石町

634 スシロー武雄店 武雄市

635 コメリ武雄店 武雄市

636 コスモス嬉野店 嬉野市



最終更新日　平成30年3月31日

区　分 番号 施　　設　　名 住　　　　所

637 コスモス井出店 鹿島市

638 コスモス白石店 白石町

639 五反田茶屋 白石町

宿泊施設等 1 ホテルニューオータニ 佐賀市

（31施設） 2 マリトピア 佐賀市

3 和多屋別荘 嬉野市

4 大望閣 唐津市

5 千代田館 佐賀市

6 唐津ロイヤルホテル 唐津市

7 やまびこ山荘 鳥栖市

8 はがくれ荘 佐賀市

9 ニューハートピア 武雄市

10 唐津シーサイドホテル 唐津市

11 湯元荘東洋館 武雄市

12 武雄センチュリーホテル 武雄市

13 ホテルビアントス 鳥栖市

14 チサンイン鳥栖 鳥栖市

15 伊万里グランドホテル 伊万里市

16 セントラルホテル伊万里 伊万里市

17 サンホテル鳥栖 鳥栖市

18 フォレストイン伊万里 伊万里市

19 民宿おふくろ 伊万里市

20 ホテルルートイン佐賀駅前 佐賀市

21 セントラルホテル武雄 武雄市

22 吉野ヶ里温泉ホテル 上峰町

23 茶心の宿　和楽園 嬉野市

24 武雄温泉ハイツ 武雄市

25 華の雫 嬉野市

26 有限会社　旅館　松園 嬉野市

27 株式会社　旅館嬉野館 嬉野市

28 株式会社　嬉野観光ホテル大正屋 嬉野市

29 ホテル華翠苑 嬉野市

30 ホテルマリターレ創世 佐賀市

31 佐賀大和温泉＆ホテルアマンディ 佐賀市

金融機関 1 佐賀銀行本店営業部 佐賀市

（82施設） 2 佐賀銀行事務センター 佐賀市

3 佐賀銀行兵庫ＡＴＭ 佐賀市

4 佐賀銀行佐賀医大前支店 佐賀市

5 佐賀銀行金立出張所 佐賀市

6 佐賀銀行水ヶ江支店 佐賀市

7 佐賀銀行中原支店 みやき町

8 佐賀銀行久保田出張所 佐賀市

9 佐賀銀行多久支店 多久市

10 佐賀銀行唐津支店 唐津市

11 佐賀銀行肥前町支店 唐津市

12 佐賀銀行白石支店 白石町

13 佐賀銀行鹿島支店 鹿島市

14 佐賀銀行塩田支店 嬉野市

15 佐賀銀行嬉野支店 嬉野市

16 佐賀銀行伊万里支店 伊万里市

17 佐賀共栄銀行江北支店 江北町

18 佐賀共栄銀行江見支店 みやき町

19 杵島信用金庫大町支店 大町町

20 西日本シティ銀行唐津支店 唐津市

21 佐賀銀行三根出張所 みやき町

22 佐賀共栄銀行弥生が丘支店 鳥栖市

23 佐賀銀行鳥栖支店 鳥栖市

24 九州労働金庫小城多久支店 小城市



最終更新日　平成30年3月31日

区　分 番号 施　　設　　名 住　　　　所

25 九州労働金庫佐賀支店 佐賀市

26 みずほ銀行佐賀支店 佐賀市

27 佐賀共栄銀行多久支店 多久市

28 伊万里信用金庫黒川支店 伊万里市

29 佐賀信用金庫西支店 佐賀市

30 九州ひぜん信用金庫　本店営業部 武雄市

31 親和銀行佐賀中央支店 佐賀市

32 親和銀行伊万里支店 伊万里市

33 親和銀行武雄支店 武雄市

34 親和銀行鹿島支店 鹿島市

35 佐賀銀行唐津支店大名小路出張所 唐津市

36 佐賀銀行伊万里支店楠久出張所・今福出張所 伊万里市

37 佐賀銀行 三日月出張所 小城市

38 佐賀銀行 東与賀出張所 佐賀市

39 佐賀銀行 呉服町支店 佐賀市

40 佐賀銀行 神野町支店 佐賀市

41 佐賀銀行 旭出張所 鳥栖市

42 佐賀銀行 諸富支店 佐賀市

43 佐賀銀行 小城支店 小城市

44 佐賀銀行 牛津支店 小城市

45 佐賀銀行 西唐津支店 唐津市

46 佐賀銀行 北茂安支店 みやき町

47 佐賀銀行 和多田支店 唐津市

48 佐賀銀行 呼子支店 唐津市

49 佐賀銀行 三間坂出張所 武雄市

50 佐賀銀行 北方支店 武雄市

51 佐賀銀行 江北支店 江北町

52 佐賀銀行 浜出張所 鹿島市

53 佐賀銀行 有田駅前支店 有田町

54 佐賀銀行 西有田出張所 有田町

55 佐賀共栄銀　本店営業部 佐賀市

56 佐賀共栄銀　佐賀西支店 佐賀市

57 佐賀共栄銀　川副支店 佐賀市

58 佐賀共栄銀　佐大通り支店 佐賀市

59 佐賀共栄銀　佐賀北支店 佐賀市

60 佐賀共栄銀　若宮支店 佐賀市

61 佐賀共栄銀　木原支店 佐賀市

62 佐賀共栄銀　大和支店 佐賀市

63 佐賀共栄銀　兵庫支店 佐賀市

64 佐賀共栄銀　武雄支店 武雄市

65 佐賀共栄銀　嬉野支店 嬉野市

66 佐賀共栄銀　鹿島支店 鹿島市

67 佐賀共栄銀　白石支店 白石町

68 佐賀共栄銀　福富支店 白石町

69 佐賀共栄銀　神埼支店 神埼市

70 佐賀共栄銀　鳥栖支店 鳥栖市

71 佐賀共栄銀　小城支店 小城市

72 佐賀共栄銀　伊万里支店 伊万里市

73 佐賀共栄銀　有田支店 有田町

74 佐賀共栄銀　三田川支店 吉野ヶ里町

75 佐賀銀行　大和町支店 佐賀市

76 佐賀銀行　嘉瀬町支店 佐賀市

77 佐賀銀行　与賀町支店 佐賀市

78 佐賀銀行　武雄支店・武雄西支店 武雄市

79 佐賀銀行 高木瀬支店 佐賀市

80 佐賀銀行 相知支店 唐津市

81 佐賀銀行 太良支店 太良町

82 佐賀銀行 千代田町出張所 神埼市



最終更新日　平成30年3月31日

区　分 番号 施　　設　　名 住　　　　所

医療・福祉施設 1 デイサービスセンター　げんき 武雄市

（341施設） 2 光風会病院 みやき町

3 百武整形外科病院 佐賀市

4 済生会唐津病院 唐津市

5 枝國医院 佐賀市

6 社会福祉法人梅生会　好日の園 鹿島市

7 介護老人保健施設きりん 佐賀市

8 社会福祉法人花心会　特別養護老人ホーム　グランパランいまり 伊万里市

9 納所保育園 多久市

10 社会福祉法人 唐松福祉会 浜玉荘 唐津市

11 (有)大延建設　グループホームだんらん 唐津市

12 社会福祉法人敬愛会　シルバーケア三瀬 佐賀市

13 佐賀県社会福祉会館 佐賀市

14 服巻医院 唐津市

15 樋口医院 小城市

16 白石共立病院 白石町

17 唐津市高齢者ふれあい会館「りふれ」 唐津市

18 和田内科循環器科 鳥栖市

19 たなべクリニック産科婦人科 唐津市

20 介護老人保健施設　アメニティきゅうらぎ 唐津市

21 アイリスケアセンター佐賀みなみ 佐賀市

22 野口内科 唐津市

23 日髙内科循環器科医院 唐津市

24 唐津赤十字病院 唐津市

25 いざわ耳鼻咽喉科クリニック 唐津市

26 深川皮膚科 唐津市

27 城内病院 唐津市

28 脇山内科 唐津市

29 グループホームあおぞら 唐津市

30 酒井医院 唐津市

31 森永整形外科医院 佐賀市

32 保育園ひなた村自然塾 佐賀市

33 アイリスケアセンターさが 佐賀市

34 山元記念病院 伊万里市

35 特別養護老人ホーム　栄荘 唐津市

36 鳥栖三養基医師会 鳥栖市

37 まごころ医療館 鳥栖市

38 啓心会病院 鳥栖市

39 やよいがおか鹿毛病院 鳥栖市

40 大石クリニック 鳥栖市

41 今村病院 鳥栖市

42 こやなぎ内科循環器科クリニック 鳥栖市

43 斎藤内科医院 鳥栖市

44 三樹病院 上峰町

45 武雄杵島地区医師会 武雄市

46 納富病院 鹿島市

47 松籟病院 唐津市

48 酒井眼科医院 武雄市

49 浦之崎病院 伊万里市

50 嬉野温泉病院 嬉野市

51 グループホーム光樹の杜 有田町

52 副島整形外科病院 武雄市

53 副島整形外科クリニック 武雄市

54 すむのさと髙尾病院 鳥栖市

55 グループホームみかんの里 唐津市

56 上峰町老人福祉センター「おたっしゃ館」 上峰町

57 ケアセンターくちいし 伊万里市

58 芦刈保育園 小城市



最終更新日　平成30年3月31日
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59 特別養護老人ホーム　野菊の里 上峰町

60 山津医院 鳥栖市

61 デイサービスセンターうたがきの里 白石町

62 石橋リハビリテーション病院 武雄市

63 久保田保育園 佐賀市

64 グループホーム花園 唐津市

65 篠田整形外科 武雄市

66 グループホーム長寿の里 佐賀市

67 嬉野医療センター 嬉野市

68 グループホーム安庵 唐津市

69 恵比寿クリニック 佐賀市

70 佐賀病院 佐賀市

71 ぬくもいホーム・ふれ愛・みやき みやき町

72 冬野病院 唐津市

73 中多久病院 多久市

74 老人保健施設多久いこいの里 多久市

75 吉田保育園 嬉野市

76 江北町老人福祉センター 江北町

77 特別養護老人ホーム　昌普久苑 神埼市

78 介護付有料老人ホーム　桜 唐津市

79 特別養護老人ホーム　ひいらぎ 武雄市

80 志田病院 鹿島市

81 特別養護老人ホーム　つぼみ荘 佐賀市

82 前田病院 伊万里市

83 河畔病院 唐津市

84 さが駅前眼科 佐賀市

85 早津江病院 佐賀市

86 日の隈寮 神埼市

87 しみず園 多久市

88 医療法人勇愛会　大島病院 みやき町

89 社会福祉法人平成会　特別養護老人ホーム　南鷗荘 佐賀市

90 看護センター（佐賀県看護協会） 佐賀市

91 社会福祉法人　桑梓舎　椿作業所 伊万里市

92 特別養護老人ホーム鳳寿苑 小城市

93 内山産婦人科医院 伊万里市

94 グループホーム伊万里 伊万里市

95 グループホームふるさと伊万里 伊万里市

96 ぽっかぽか伊万里館 伊万里市

97 ぽっかぽかひまわり館 伊万里市

98 伊万里市東部デイサービスセンター・ユートピア 伊万里市

99 介護付き有料老人ホームいまり 伊万里市

100 医療法人光仁会　西田病院 伊万里市

101 佐賀大学医学部附属病院 佐賀市

102 養護老人ホーム　シルバーケア武雄 武雄市

103 医療法人光仁会　大川野クリニック 伊万里市

104 みやき地域ステーションはれ みやき町

105 医療法人恵愛会　ゆっつら～と 武雄市

106 ケアハウス　コスモスの園 鳥栖市

107 特別養護老人ホーム　ひまわりの園 鳥栖市

108 九州環境福祉医療専門学校　田代キャンパス 鳥栖市

109 九州環境福祉医療専門学校　松原キャンパス 鳥栖市

110 九州環境福祉医療専門学校　桜町キャンパス 鳥栖市

111 介護老人保健施設　寿夢の郷 鳥栖市

112 デイサービスセンター　緑寿館 鳥栖市

113 カーサ・デラ・ヴィータ 鳥栖市

114 きやま髙尾病院 基山町

115 医療法人春陽会　上村病院 佐賀市

116 はらだ歯科医院 小城市



最終更新日　平成30年3月31日

区　分 番号 施　　設　　名 住　　　　所

117 特別養護老人ホーム　真心の園 鳥栖市

118 ケアハウス花水木 鳥栖市

119 グループホーム和が家 みやき町

120 グループホームみどりヶ丘 鳥栖市

121 みどりヶ丘保育園 鳥栖市

122 松尾歯科医院 佐賀市

123 ぽっかぽか・武雄館 武雄市

124 ぽっかぽか・虹の丘館 武雄市

125 医療法人仁和会　小池病院 佐賀市

126 特別養護老人ホーム花のみね みやき町

127 特別養護老人ホーム花のみね弐番館 みやき町

128 特別養護老人ホームなかばる紀水苑 みやき町

129 みやき町養護老人ホーム南花園 みやき町

130 北川歯科医院 佐賀市

131 若楠療育園 鳥栖市

132 青葉園 鳥栖市

133 若木園 鳥栖市

134 知的障害者通所授産施設どんぐり村 佐賀市

135 介護付き有料老人ホームケアライフ花のみね みやき町

136 軽費老人ホーム　洞庵荘 鳥栖市

137 グループホーム　どうあん 鳥栖市

138 いちょうの樹どうあん 鳥栖市

139 特別養護老人ホーム　寿楽園 基山町

140 老人保健施設　あおぞら 基山町

141 医療法人ひらまつ病院 小城市

142 ひらまつふれあいクリニック 吉野ヶ里町

143 特別養護老人ホーム清水園 小城市

144 介護老人保健施設　蛍水荘 小城市

145 養護老人ホーム　恵光園 多久市

146 児童養護施設　済昭園 嬉野市

147 養護老人ホーム　済昭園 嬉野市

148 ケアハウス和泉式部の里 嬉野市

149 特別養護老人ホーム　済昭園 嬉野市

150 特別養護老人ホーム済昭園　清涼館 嬉野市

151 済昭園デイサービスセンター 嬉野市

152 財団法人佐賀県総合保健協会 佐賀市

153 住宅型有料老人ホームケアビレッジ夢咲 佐賀市

154 医療法人修腎会　藤﨑病院 唐津市

155 佐賀社会保険病院 佐賀市

156 医療法人同愛会　副島病院 佐賀市

157 坂井病院 佐賀市

158 中尾整形外科 佐賀市

159 医療法人力武医院 佐賀市

160 医療法人三和会　兵庫整形外科 佐賀市

161 医療法人高柳内科 佐賀市

162 特別養護老人ホームシルバーケア吉野ヶ里 吉野ヶ里町

163 デイサービス春久一座 佐賀市

164 ぽっかぽか東唐津館 唐津市

165 ぽっかぽかハートケア東唐津 唐津市

166 介護付有料老人ホームサンハウス唐津 唐津市

167 産婦人科南ヶ丘クリニック 伊万里市

168 伊万里医療館 伊万里市

169 ツクイ佐賀北（デイサービス） 佐賀市

170 医療法人多布施クリニック 佐賀市

171 まなべ消化器内科クリニック 小城市

172 やまさき眼科 鳥栖市

173 志賀眼科医院 基山町

174 医療法人順天堂　順天堂病院 大町町



最終更新日　平成30年3月31日

区　分 番号 施　　設　　名 住　　　　所

175 こうすけ歯科医院 佐賀市

176 日浦呼吸器科内科・小児科医院 佐賀市

177 まえだ脳神経外科・眼科クリニック 小城市

178 目達原整形外科 吉野ヶ里町

179 医療法人信愛整形外科医院 佐賀市

180 虹と海のホスピタル 唐津市

181 介護付有料老人ホーム南風 鳥栖市

182 介護付有料老人ホーム南風Ⅱ番館 鳥栖市

183 ぽっかぽか鳥栖館 鳥栖市

184 医療法人ながせ皮膚科 佐賀市

185 けやき台デイサービス 基山町

186 医療法人光寿　權藤医院 鳥栖市

187 介護付有料老人ホーム百楽仙 鳥栖市

188 障害者自立支援施設コロニーみやき みやき町

189 医療法人　山のサナーレ・クリニック 伊万里市

190 医療法人永世会　谷口眼科 武雄市

191 大浦歯科医院 唐津市

192 ツクイ小城デイサービスセンター 小城市

193 夢咲クリニック 佐賀市

194 宮崎外科胃腸科 唐津市

195 おだくらクリニック 唐津市

196 医療法人修健会　山口歯科医院 有田町

197 ぷち・るう保育園 伊万里市

198 楠風の里 伊万里市

199 それいゆホーム 有田町

200 わしざき耳鼻咽喉科 鹿島市

201 ヒロデンタルクリニック 鳥栖市

202 医療法人下田歯科医院 伊万里市

203 医療法人ますらお　松尾歯科医院 唐津市

204 医療法人社団　三浦医院 唐津市

205 医療法人　田尻外科胃腸科医院 鳥栖市

206 医療法人　くらのうえ市丸歯科 鳥栖市

207 なかた歯科医院 鳥栖市

208 のきた歯科医院 基山町

209 さがケアセンタｰそよ風 上峰町

210 医療法人いび整形外科 伊万里市

211 医療法人恒和会　堀江歯科診療所 伊万里市

212 通所リハビリテーションふれあい 鳥栖市

213 医療法人清明会　きやま鹿毛病院 基山町

214 医療法人光風会　ぱれっと みやき町

215 医療法人光風会　森のシアター みやき町

216 ケアハウスいまり 伊万里市

217 ショートステイさくら 伊万里市

218 鳥栖整形外科 鳥栖市

219 ひだか歯科 太良町

220 介護老人保健施設たんぽぽ 武雄市

221 特別養護老人ホーム御船荘 武雄市

222 介護老人福祉施設第二御船荘「楽」 武雄市

223 医療法人北士会　北川眼科 武雄市

224 医療法人北士会　陶都有田　北川眼科 有田町

225 井本整形外科・内科クリニック 唐津市

226 わたなべ歯科クリニック 唐津市

227 グループホームけいしん 鳥栖市

228 デイサービスけいしん 鳥栖市

229 佐賀向陽園 佐賀市

230 伊万里向陽園 伊万里市

231 介護老人保健施設ユートピアしゃくなげ 江北町

232 おおしまクリニック 小城市



最終更新日　平成30年3月31日

区　分 番号 施　　設　　名 住　　　　所

233 神代整形外科 佐賀市

234 おか眼科クリニック 鳥栖市

235 医療法人皓徳会　中川歯科医院 鳥栖市

236 なかおだクリニック 唐津市

237 医療法人至誠堂　宇都宮病院 唐津市

238 グループホーム　さんはうす 太良町

239 ぬくもいホームたら 太良町

240 医療法人醇和会　有島病院 白石町

241 三樹病院通所リハビリテーション　明日葉 上峰町

242 大櫛歯科矯正歯科医院 神埼市

243 前田歯科医院 嬉野市

244 くりたやすゆき歯科医院 唐津市

245 医療法人　日髙医院 伊万里市

246 いちはら耳鼻咽喉科クリニック 佐賀市

247 よしだ歯科クリニック 佐賀市

248 はやしだ耳鼻咽喉科 佐賀市

249 峰松歯科医院 鹿島市

250 特別養護老人ホーム　すみれ園 大町町

251 医療法人社団　別府整形外科 鹿島市

252 社団法人巨樹の会　新武雄病院 武雄市

253 東佐賀病院 みやき町

254 いのうえ内科泌尿器科クリニック 佐賀市

255 さの眼科 佐賀市

256 池田歯科 武雄市

257 医療法人剛友会　諸隈病院 多久市

258 クアハウス謙仁の杜 伊万里市

259 特別養護老人ホーム「うれしの」 嬉野市

260 嬉野デイサービスセンター「春風荘」 嬉野市

261 デイサービスセンター　レインボー川副 佐賀市

262 かみぞのクリニック 佐賀市

263 小宮矯正歯科 唐津市

264 医療法人　小川内歯科 大町町

265 南医院 神埼市

266 東洋鍼療院 吉野ヶ里町

267 エイト歯科クリニック 吉野ヶ里町

268 えとう内科・循環器内科 佐賀市

269 医療法人　美川眼科医院 佐賀市

270 まえやま歯科医院 佐賀市

271 くさば耳鼻咽喉科クリニック 佐賀市

272 地域共生ステーション　明神の家ひいらぎ 武雄市

273 酒井内科クリニック 小城市

274 江口病院 小城市

275 特別養護老人ホーム　こすもす苑 神埼市

276 こすもす苑デイサービスセンター 神埼市

277 おおつぼ内科医院 神埼市

278 にしだ歯科医院 佐賀市

279 きんりゅうケアセンター　桂寿苑 佐賀市

280 太陽社 唐津市

281 最所医院 吉野ヶ里町

282 なかしま小児科 佐賀市

283 医療法人正和会　志田病院 佐賀市

284 デイサービスセンター　さざんか園 吉野ヶ里町

285 グループホーム　さざんか園 吉野ヶ里町

286 さざんか園小規模多機能居宅介護所 吉野ヶ里町

287 正島脳神経外科病院 佐賀市

288 グループホーム牛津あしはらの園 小城市

289 夢咲胃腸内科 佐賀市

290 森医院 佐賀市



最終更新日　平成30年3月31日
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291 特別養護老人ホーム　春庵 佐賀市

292 通所リハビリテーション　ゆうあい みやき町

293 医療法人修和会　村岡内科医院 小城市

294 江頭クリニック 佐賀市

295 有料老人ホーム　南風花ノ木 鳥栖市

296 内田クリニック 佐賀市

297 医療法人アイクレセント　いなだ小児科・アレルギー科 小城市

298 グループホームかえで 佐賀市

299 平野医院 佐賀市

300 特別養護老人ホーム　晴壽園 佐賀市

301 特別養護老人ホーム　ケアポート晴壽 佐賀市

302 佐賀県薬剤師会 佐賀市

303 医療法人双水会　熊谷整形外科 佐賀市

304 生活介護事業所　響 佐賀市

305 こうすけデンタルクリニック 武雄市

306 鮫島病院 佐賀市

307 介護老人福祉施設　なごみ荘 佐賀市

308 和水心療クリニック 佐賀市

309 有料老人ホーム　ひだまり 佐賀市

310 グループホーム　神埼ひだまり 神埼市

311 野口歯科医院 鳥栖市

312 医療法人社団芳香会　唐津第一病院　 唐津市

313 岸川整形外科 佐賀市

314 おのはら歯科医院 佐賀市

315 平川俊彦脳神経外科 唐津市

316 医療法人　うらごう小児科医院 唐津市

317 鶴田整形外科 小城市

318 医療法人恵祐会　きたじま整形外科 伊万里市

319 伊万里有田共立病院 有田町

320 なかおたかこクリニック 武雄市

321 医療法人　松永メンタルクリニック 武雄市

322 医療法人　橋野こどもクリニック 佐賀市

323 就労支援施設みのり 佐賀市

324 有料老人ホーム白岩の里 武雄市

325 有料老人ホーム永しまの里 武雄市

326 ケアホーム陽なたぼっこ 佐賀市

327 介護老人保健施設コスモス 武雄市

328 目達原歯科医院 吉野ヶ里町

329 （株）ゆうあい　介護サービス事業所 吉野ヶ里町

330 神埼清流苑 神埼市

331 住宅型有料老人ホーム円花 佐賀市

332 有料老人ホーム白石の杜 白石町

333 松下耳鼻咽喉科クリニック 佐賀市

334 ももた耳鼻咽喉科 佐賀市

335 有料老人ホームいこいの里巨勢 佐賀市

336 有料老人ホーム楠気 佐賀市

337 ゆめ咲歯科クリニック 佐賀市

338 あすく歯科医院 佐賀市

339 佐賀記念病院 佐賀市

340 シルバーケア佐賀 佐賀市

341 医療法人　武岡病院 江北町

その他 1 能古見郵便局 鹿島市

（204施設） 2 コスモ株式会社　コスモホールとす 鳥栖市

3 コスモホールきやま 基山町

4 コスモホールとす別館 鳥栖市

5 九州電力株式会社佐賀支店 佐賀市

6 九州龍谷短期大学内（鳥栖キャンパス） 鳥栖市

7 龍谷中･高等学校内（水ヶ江キャンパス） 佐賀市
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8 ドルゲット伊万里店 伊万里市

9 リバース典礼殿 佐賀市

10 玄海エネルギーパーク 玄海町

11 西九州大学短期大学部（神園キャンパス） 佐賀市

12 佐賀ガス株式会社 佐賀市

13 えびす駐車場 佐賀市

14 芦刈郵便局 小城市

15 伊万里・有田焼伝統産業会館 伊万里市

16 ＪＡ佐城　三日月支所 小城市

17 久保田郵便局 佐賀市

18 白石地区農業協同組合 白石町

19 有田郵便局 有田町

20 諸富郵便局 佐賀市

21 佐城農業協同組合 小城市

22 伊万里セレモニーホール 伊万里市

23 セレモニーホールシオン 有田町

24 セレモニーホールシオン・山代 伊万里市

25 有田セレモニーホール 有田町

26 浜崎郵便局 唐津市

27 唐津農業協同組合七山支所 唐津市

28 上峰郵便局 上峰町

29 多良郵便局 太良町

30 佐賀嬉野バリアフリーツアーセンター 嬉野市

31 特定非営利活動法人さが西部市民活動サポートセンター・フロンティ 鹿島市

32 ジェイエイやすらぎ会館 小城市

33 ジェイエイやすらぎ牛津会館 小城市

34 ジェイエイやすらぎ南部会館 佐賀市

35 佐賀大学前郵便局 佐賀市

36 三日月郵便局 小城市

37 小城郵便局 小城市

38 東多久郵便局 多久市

39 多久郵便局 多久市

40 佐賀北郵便局 佐賀市

41 佐賀みどりＪＡ会館 大町町

42 ㈱佐賀みどり葬祭　第１やすらぎ会館 鹿島市

43 ㈱佐賀みどり葬祭　第２やすらぎ会館 鹿島市

44 ㈱佐賀みどり葬祭　うれしのやすらぎホール 嬉野市

45 ㈱佐賀みどり葬祭　塩田斎場 嬉野市

46 ㈱佐賀みどり葬祭　太良斎場 太良町

47 ㈱佐賀みどり葬祭　武雄斎場 武雄市

48 ㈱佐賀みどり葬祭　山内斎場 武雄市

49 ㈱佐賀みどり葬祭　第１飛翔典 大町町

50 ㈱佐賀みどり葬祭　第２飛翔典 大町町

51 千代田郵便局 神埼市

52 北茂安郵便局 みやき町

53 蓮池郵便局 佐賀市

54 吉田郵便局 嬉野市

55 鳥栖麓郵便局 鳥栖市

56 鳥栖土井郵便局 鳥栖市

57 肥前中原郵便局 みやき町

58 嬉野郵便局 嬉野市

59 大山郵便局 有田町

60 鳥栖田代郵便局 鳥栖市

61 金立郵便局 佐賀市

62 鹿島郵便局 鹿島市

63 蔵宿郵便局 有田町

64 黒川郵便局 伊万里市

65 唐津和多田郵便局 唐津市
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66 川副西郵便局 佐賀市

67 牛津郵便局 小城市

68 徳須恵郵便局 唐津市

69 打上郵便局 唐津市

70 鹿島乙丸郵便局 鹿島市

71 波多津郵便局 伊万里市

72 厳木郵便局 唐津市

73 黒木建設株式会社 伊万里市

74 唐津鏡郵便局 唐津市

75 西唐津郵便局 唐津市

76 唐津坊主町郵便局 唐津市

77 唐津大石町郵便局 唐津市

78 湊郵便局 唐津市

79 佐志郵便局 唐津市

80 玄海郵便局 玄海町

81 久原郵便局 伊万里市

82 楠久郵便局 伊万里市

83 北方大崎郵便局 武雄市

84 高橋郵便局 武雄市

85 山口郵便局 江北町

86 伊万里葬儀社やましろ斎場 伊万里市

87 東与賀郵便局 佐賀市

88 春日郵便局 佐賀市

89 基山郵便局 基山町

90 北方郵便局 武雄市

91 早津江郵便局 佐賀市

92 西川登郵便局 武雄市

93 有田町社会福祉協議会 有田町

94 祐徳神社前郵便局 鹿島市

95 塩田郵便局 嬉野市

96 住ノ江郵便局 白石町

97 伊万里・有田地区衛生センター 伊万里市

98 やすらぎ斎苑 伊万里市

99 多久斎場　あざみ苑 多久市

100 佐賀県国民健康保険団体連合会 佐賀市

101 九州電力株式会社武雄営業所 武雄市

102 ようどう館佐賀 佐賀市

103 ようどう館大和 佐賀市

104 有明スカイパークふれあい郷 白石町

105 株式会社佐賀新聞社 佐賀市

106 セレモニーホールみやび 佐賀市

107 佐賀中央郵便局 佐賀市

108 白石郵便局 白石町

109 六角郵便局 白石町

110 ジェイエイやすらぎ大和会館 佐賀市

111 須古郵便局 白石町

112 北佐賀草苑 佐賀市

113 南佐賀草苑 佐賀市

114 大和草苑 佐賀市

115 ロイヤルチェスター佐賀 佐賀市

116 夢咲メモリードホール 佐賀市

117 むらおかマインドホール 佐賀市

118 中冨記念くすり博物館 鳥栖市

119 エルアン幼稚園 唐津市

120 ブリーズレイ・プライベートテラス 鳥栖市

121 医療福祉専門学校緑生館 鳥栖市

122 江見郵便局 みやき町

123 伽陀都葬祭株式会社ほたる苑 唐津市



最終更新日　平成30年3月31日
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124 笠原建設株式会社コア・スポーツクラブ 唐津市

125 エンゲージメントハウス　サンティール 伊万里市

126 川上郵便局 佐賀市

127 ベルアミー 鳥栖市

128 JAみやきセレモニーホール第一斎場 みやき町

129 JAみやきセレモニーホール第二斎場 みやき町

130 志田焼の里博物館 嬉野市

131 武雄北方斎場まごころ 武雄市

132 嬉野斎場まごころ 嬉野市

133 自治労会館 佐賀市

134 アイ・スウィートウエディング 鳥栖市

135 ＪＡ斎場伊万里 伊万里市

136 ほほえみの会 有田町

137 北山郵便局 佐賀市

138 牛津芦刈商工会 小城市

139 葬祭会館　光雲閣 小城市

140 リバース典礼殿　鍋島 佐賀市

141 佐賀県農業協同組合三瀬支所 佐賀市

142 三瀬トンネル有料道路 佐賀市

143 厳木多久有料道路 多久市

144 東脊振トンネル有料道路 吉野ヶ里町

145 蔵上公民館 鳥栖市

146 （財）本町会館 鳥栖市

147 （株）唐津公善社　海の見える丘斎場 唐津市

148 （株）唐津公善社　梅崎斎場 唐津市

149 （株）唐津公善社　ミレニアム・ホール 唐津市

150 佐城農業協同組合　牛津支所 小城市

151 佐城農業協同組合　多久支所 多久市

152 佐城農業協同組合　芦刈・久保田グリーンセンター 佐賀市

153 普門斎苑 白石町

154 普門葬祭　白石斎場 白石町

155 高津原コミュニティセンター　かんらん 鹿島市

156 スポーツスタジアム　トウヤ　佐賀店 佐賀市

157 唐津農業協同組合湊支所 唐津市

158 唐津農業協同組合浜崎支所 唐津市

159 唐津農業協同組合鏡山支所 唐津市

160 唐津農業協同組合山本支所 唐津市

161 唐津うまかもん市場 唐津市

162 西九州大学神埼キャンパス 神埼市

163 佐賀競馬場 鳥栖市

164 ＪＡさが　農産物直売所（たくさん館） 多久市

165 東与賀幼稚園 佐賀市

166 独立行政法人　雇用・能力開発機構佐賀センター 佐賀市

167 唐人南パーキング（佐星醤油㈱） 佐賀市

168 あおぞら保育園 佐賀市

169 学校法人佐賀学園　神野幼稚園 佐賀市

170 メモリアルホール　珠の里 佐賀市

171 久保田幼稚園 佐賀市

172 久保田保育園 佐賀市

173 ＪＡ斎場有田 有田町

174 伊万里ケーブルテレビジョン株式会社 伊万里市

175 目達原郵便局 吉野ヶ里町

176 千代田町福祉センター 神埼市

177 ＪＡ産直　うちの畑 鳥栖市

178 三神地区汚泥再生処理センター 神埼市

179 西佐賀水道企業団 佐賀市

180 佐賀県農業協同組合本庄支所 佐賀市

181 日新保育園 佐賀市
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182 佐賀西部広域水道企業団 佐賀市

183 オートパルからつ 唐津市

184 みなみ保育園 佐賀市

185 佐賀県農業協同組合仁比山支所 神埼市

186 牛津芦刈商工会 小城市

187 佐賀東部水道企業団 佐賀市

188 鳥栖駅駐車場 鳥栖市

189 社会福祉法人明日香　杉の子保育園 多久市

190 社会福祉法人同朋　なごみ保育園 多久市

191 神埼草苑 神埼市

192 ボートピアみやき みやき町

193 ボートピア三日月場外発券場 小城市

194 佐賀県環境クリーン財団 唐津市

195 佐賀競馬場佐賀場外発券所 佐賀市

196 パークゴルフゆめの里兵庫 佐賀市

197 佐賀県農業協同組合佐賀市ゆめさき支所 佐賀市

198 佐賀県農業協同組合みどり地区武雄支所 武雄市

199 城西保育園 佐賀市

200 佐賀県農業協同組合佐賀市とうぶ支所 佐賀市

201 佐賀県農業協同組合佐賀市なんぶ支所 佐賀市

202 佐賀県農業協同組合佐賀市せいぶ支所 佐賀市

203 昭和学園 唐津市

204 古川康事務所 唐津市

〇公共施設（566施設）

市町施設 1 本庁舎 佐賀市

（391施設） 2 諸富支所 佐賀市

3 大和支所 佐賀市

4 富士支所 佐賀市

5 三瀬支所 佐賀市

6 市立図書館 佐賀市

7 川副支所 佐賀市

8 佐賀市川副保健センター 佐賀市

9 川副公民館・佐賀市川副福祉センター 佐賀市

10 佐野常民記念館 佐賀市

11 スポーツパーク川副 佐賀市

12 東与賀支所 佐賀市

13 佐賀市東与賀保健福祉センター 佐賀市

14 東与賀文化ホール・市立図書館東与賀館「ふれあい館」 佐賀市

15 久保田支所 佐賀市

16 久保田総合センター 佐賀市

17  久保田児童センター障害福祉サービス事業所　久保田サンハウス 佐賀市

18 思斉小学校 佐賀市

19 思斉中学校 佐賀市

20 佐賀市つくし斎場 佐賀市

21 川副葬祭公園 佐賀市

22 東与賀火葬場 佐賀市

23 富士大和温泉病院 佐賀市

24 市民会館 佐賀市

25 勤労者総合福祉センター　メートプラザ佐賀 佐賀市

26 巨勢老人福祉センター 佐賀市

27 開成老人福祉センター 佐賀市

28 大和老人福祉センター 佐賀市

29 富士北部デイサービス及び在宅介護支援センター 佐賀市

30 ｉ（アイ）スクエアビル 佐賀市

31 熊の川温泉　鵆（ちどり）の湯 佐賀市

32 三瀬温泉　やまびこの湯 佐賀市

33 佐賀市産業振興会館 佐賀市
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34 浮立の里展示館 佐賀市

35 佐賀市勤労者体育センター 佐賀市

36 佐賀市立体育館・佐賀市立テニスコート 佐賀市

37 佐賀市立野球場 佐賀市

38 佐賀市立諸富文化体育館 佐賀市

39 大和勤労者体育センター 佐賀市

40 佐賀市立東与賀町運動公園 佐賀市

41 多布施川河畔公園（桜づつみ）駐車場 佐賀市

42 多布施川河畔公園（水ものがたり館北）駐車場 佐賀市

43 肥前国庁跡歴史公園 佐賀市

44 佐賀市水道局 佐賀市

45 佐賀市立北部児童センター 佐賀市

46 佐賀市清掃工場 佐賀市

47 スマイルセンター 佐賀市

48 大隈記念館 佐賀市

49 佐賀市立弓道場 佐賀市

50 諸富町公民館 佐賀市

51 佐賀市地場産品交流会館「肥前通仙亭」 佐賀市

52 大和生涯学習センター 佐賀市

53 佐賀市健康運動センター 佐賀市

54 東与賀農村環境改善センター 佐賀市

55 佐賀市立川上コミュニティセンター 佐賀市

56 佐賀市巨勢老人福祉センター 佐賀市

57 佐賀市立本庄幼稚園 佐賀市

58 佐賀市立城東保育所 佐賀市

59 佐賀市立川原保育所 佐賀市

60 久保田児童センター 佐賀市

61 大詫間公民館 佐賀市

62 中川副公民館 佐賀市

63 金立公園　徐福長寿館 佐賀市

64 金立公園　コスモス園 佐賀市

65 神野公園　遊園地西駐車場 佐賀市

66 神野公園　西側駐車場 佐賀市

67 巨勢公園 佐賀市

68 三瀬プール 佐賀市

69 佐賀市立開成公民館 佐賀市

70 みはらしの丘鷹の羽公園 佐賀市

71 パークゴルフ場神水川大串公園 佐賀市

72 神水川栗並公園 佐賀市

73 神水川大野公園 佐賀市

74 佐賀市巨勢公民館 佐賀市

75 佐賀市赤松公民館 佐賀市

76 佐賀市勧興公民館 佐賀市

77 佐賀市高木瀬公民館 佐賀市

78 佐賀市西与賀公民館 佐賀市

79 佐賀市西川副公民館 佐賀市

80 佐賀市富士生涯学習センター 佐賀市

81 佐賀市立嘉瀬公民館 佐賀市

82 橋の駅ドロンパ 佐賀市

83 唐津市役所本庁 唐津市

84 唐津市障害者福祉会館 唐津市

85 唐津地域総合保健医療センター 唐津市

86 唐津城 唐津市

87 唐津市相知町保健センター 唐津市

88 唐津市相知交流文化センター 唐津市

89 東城内駐車場 唐津市

90 材木町駐車場 唐津市

91 人権ふれあいセンター唐津 唐津市
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92 大平山斎苑 唐津市

93 唐津市清掃センター駐車場 唐津市

94 ふるさと会館アルピノ 唐津市

95 唐津市モーターボート競走場 唐津市

96 唐津市近代図書館 唐津市

97 唐津市文化体育館 唐津市

98 松浦河畔公園 唐津市

99 東部少年武道館 唐津市

100 大成公民館 唐津市

101 西唐津公民館 唐津市

102 佐志公民館 唐津市

103 唐津市役所浜玉支所 唐津市

104 浜玉斎場さくら苑 唐津市

105 ひれふりランド 唐津市

106 やすらぎ荘 唐津市

107 浜玉公民館 唐津市

108 唐津市役所厳木支所 唐津市

109 唐津市厳木コミュニティセンター 唐津市

110 風のふるさと館 唐津市

111 唐津市厳木温泉佐用姫の湯 唐津市

112 唐津市厳木岩屋ライフセンター 唐津市

113 唐津市役所相知支所 唐津市

114 おうち温泉天徳の湯 唐津市

115 蕨野の棚田交流広場 唐津市

116 宿とおり駐車場（兼村田英雄記念館駐車場） 唐津市

117 天徳の丘運動公園 唐津市

118 唐津市役所北波多支所 唐津市

119 田中特定公共賃貸住宅 唐津市

120 イベント広場 唐津市

121 北波多公民館 唐津市

122 北波多社会体育館 唐津市

123 北波多中学校 唐津市

124 北波多ゲートボールセンター 唐津市

125 四季の丘公園 唐津市

126 古窯の森公園 唐津市

127 唐津市役所肥前支所 唐津市

128 高齢者生活福祉センターひぜん荘 唐津市

129 ぼたんと緑の丘 唐津市

130 文化会館ハーモニー 唐津市

131 唐津市特別養護老人ホーム宝寿荘 唐津市

132 呼子町臨港交通施設 唐津市

133 鳴神温泉ななのゆ 唐津市

134 唐津市民病院きたはた 唐津市

135 呼子台場みなとプラザ 唐津市

136 道の駅　桃山天下一 唐津市

137 国民宿舎　波戸岬 唐津市

138 唐津市役所鎮西支所 唐津市

139 呼子町高齢者福祉センター 唐津市

140 唐津市呼子スポーツセンター 唐津市

141 鳴神の庄 唐津市

142 鷹島肥前大橋展望休憩所 唐津市

143 国民宿舎　いろは島 唐津市

144 唐津みなと交流センター　唐津フェリーターミナル 唐津市

145 鏡山公園 唐津市

146 唐津駅南駐車場 唐津市

147 唐津市浄水センター 唐津市

148 唐津市公害センター（同和教育集会所） 唐津市

149 唐津市浜玉ひきやま公園 唐津市
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150 唐津市浜玉浜崎海岸公園 唐津市

151 唐津市浜玉万葉垂綸公園 唐津市

152 岸岳ふるさと館観光トイレ 唐津市

153 岸岳ふれあい館 唐津市

154 波戸岬キャンプ場 唐津市

155 波戸岬休憩所 唐津市

156 唐津市高齢者ふれあい館（りふれ） 唐津市

157 山本野球場 唐津市

158 風の見える丘公園 唐津市

159 湊公民館 唐津市

160 ふれあい自然塾ひぜん 唐津市

161 唐津市民会館 唐津市

162 旧高取邸 唐津市

163 旧大島邸 唐津市

164 サンメッセ鳥栖 鳥栖市

165 鳥栖スタジアム 鳥栖市

166 鳥栖市役所 鳥栖市

167 鳥栖市民文化会館 鳥栖市

168 鳥栖市立図書館 鳥栖市

169 鳥栖市民体育センター 鳥栖市

170 鳥栖市勤労青少年ホーム 鳥栖市

171 鳥栖市公民館 鳥栖市

172 鳥栖北公民館 鳥栖市

173 田代公民館 鳥栖市

174 旭公民館 鳥栖市

175 基里公民館 鳥栖市

176 麓公民館/麓老人センター 鳥栖市

177 若葉コミュニティセンター 鳥栖市

178 鳥栖市保健センター 鳥栖市

179 鳥栖市社会福祉会館 鳥栖市

180 東公園 鳥栖市

181 鳥栖流通団地１号公園 鳥栖市

182 鳥栖流通団地２号公園 鳥栖市

183 鳥栖流通団地３号公園 鳥栖市

184 鳥栖流通団地４号公園 鳥栖市

185 弥生が丘駅前駐車場 鳥栖市

186 市民公園第2駐車場 鳥栖市

187 鳥栖いづみ園 鳥栖市

188 鳥栖市新鳥栖駅パーク・アンド・ライド第２駐車場 鳥栖市

189 弥生が丘まちづくり推進センター 鳥栖市

190 鳥栖小学校 鳥栖市

191 鳥栖北小学校 鳥栖市

192 田代小学校 鳥栖市

193 弥生が丘小学校 鳥栖市

194 若葉小学校 鳥栖市

195 基里小学校 鳥栖市

196 麓小学校 鳥栖市

197 旭小学校 鳥栖市

198 鳥栖中学校 鳥栖市

199 田代中学校 鳥栖市

200 基里中学校 鳥栖市

201 鳥栖西中学校 鳥栖市

202 市役所 多久市

203 中央公民館 多久市

204 東多久公民館 多久市

205 西多久公民館 多久市

206 南多久公民館 多久市

207 多久市社会福祉会館 多久市



最終更新日　平成30年3月31日

区　分 番号 施　　設　　名 住　　　　所

208 母子健康センター 多久市

209 体育センター 多久市

210 幡船の里 多久市

211 市立病院 多久市

212 多久公民館 多久市

213 多久市立北部小学校体育館 多久市

214 多久駅北駐車場 多久市

215 本庁 伊万里市

216 伊万里市民センター 伊万里市

217 市民会館 伊万里市

218 伊万里市立市民病院 伊万里市

219 伊万里市民図書館 伊万里市

220 伊万里市水道部 伊万里市

221 伊万里夢みさき公園・伊万里ファミリーパーク 伊万里市

222 桃川親水公園 伊万里市

223 伊万里市こどもハートフルセンター　ひまわり園 伊万里市

224 夢耕房たきの 伊万里市

225 旧ポリテクセンター伊万里 伊万里市

226 伊万里市伊万里公民館 伊万里市

227 伊万里市大坪公民館 伊万里市

228 伊万里市牧島公民館 伊万里市

229 伊万里市大川内公民館 伊万里市

230 伊万里市立花公民館 伊万里市

231 伊万里市黒川公民館 伊万里市

232 伊万里市波多津公民館 伊万里市

233 伊万里市南波多公民館 伊万里市

234 大川町コミュニティーセンター 伊万里市

235 伊万里市松浦公民館 伊万里市

236 伊万里市二里公民館 伊万里市

237 伊万里市東山代公民館 伊万里市

238 伊万里市山代公民館 伊万里市

239 伊万里市立立花小学校 伊万里市

240 伊万里市立山代東小学校 伊万里市

241 伊万里市民交流プラザ 伊万里市

242 伊万里湾大橋球場 伊万里市

243 伊万里市学校給食センター 伊万里市

244 佐賀県西部広域環境組合　一般廃棄物処理施設 伊万里市

245 武雄市役所　本所 武雄市

246 武雄市役所　山内支所 武雄市

247 武雄市役所　北方支所 武雄市

248 武雄市文化会館 武雄市

249 武雄市図書館・歴史資料館 武雄市

250 武雄市白岩体育館 武雄市

251 武雄市北方公民館 武雄市

252 武雄市若木公民館 武雄市

253 武雄市武内公民館 武雄市

254 武雄市橘公民館 武雄市

255 武雄市東川登公民館 武雄市

256 武雄市西川登公民館 武雄市

257 武雄市朝日公民館 武雄市

258 武雄市立北方幼稚園 武雄市

259 武雄競輪場 武雄市

260 山内農村環境改善センター 武雄市

261 武雄市立武雄中学校 武雄市

262 武雄市山内保健センター 武雄市

263 武雄市北方保健センター 武雄市

264 武雄市白岩球場 武雄市

265 武雄市北方運動公園 武雄市



最終更新日　平成30年3月31日

区　分 番号 施　　設　　名 住　　　　所

266 大楠公園 武雄市

267 御船が丘小学校 武雄市

268 鹿島市役所　本庁 鹿島市

269 鹿島市生涯学習センター（エイブル） 鹿島市

270 蟻尾山公園 鹿島市

271 道の駅　鹿島 鹿島市

272 北公園 鹿島市

273 鹿島市のごみふれあい楽習館 鹿島市

274 小城市役所　小城庁舎 小城市

275 小城市役所　三日月庁舎 小城市

276 小城市役所　牛津庁舎 小城市

277 小城市役所　芦刈庁舎 小城市

278 小城保健福祉センター「桜楽館」 小城市

279 三日月保健福祉センター「ゆめりあ」 小城市

280 牛津保健福祉センター「アイル」 小城市

281 芦刈保健福祉センター「ひまわり」 小城市

282 小城市民病院 小城市

283 生涯学習センター「ドゥイング三日月」 小城市

284 桜城館 小城市

285 海遊ふれあいパーク 小城市

286 小城市芦刈運動公園 小城市

287 牛津総合公園 小城市

288 小城市小城体育センター 小城市

289 小城市立三日月幼稚園 小城市

290 小城公民館 小城市

291 津の里広場 小城市

292 小城市芦刈地域交流センター（公民館） 小城市

293 牛津公民館 小城市

294 牛津小学校 小城市

295 嬉野市役所庁舎 嬉野市

296 嬉野総合支所庁舎 嬉野市

297 嬉野市公会堂 嬉野市

298 嬉野市コミュニティーセンター 嬉野市

299 嬉野市体育館 嬉野市

300 嬉野市総合運動公園みゆき球技場 嬉野市

301 嬉野市総合運動公園みゆきテニスコート 嬉野市

302 神埼総合支所 神埼市

303 神埼町保健センター 神埼市

304 神埼中央公園体育館 神埼市

305 仁比山公園 神埼市

306 千代田総合支所 神埼市

307 千代田町保健センター 神埼市

308 ハンギーホール 神埼市

309 千代田武道館 神埼市

310 脊振総合支所 神埼市

311 水車の里　遊学館 神埼市

312 神埼中央公園 神埼市

313 神埼駅北口駐車場 神埼市

314 神埼市立仁比山保育園 神埼市

315 神埼市立ちよだ保育園 神埼市

316 農産物直売施設　菱の里ちよだ 神埼市

317 神埼市長崎街道門前広場 神埼市

318 神埼勤労者体育館 神埼市

319 吉野ヶ里町役場　三田川庁舎 吉野ヶ里町

320 吉野ヶ里町役場　東脊振庁舎 吉野ヶ里町

321 吉野ヶ里町三田川健康福祉センター　ふれあい館 吉野ヶ里町

322 吉野ヶ里町東脊振健康福祉センター　きらら館 吉野ヶ里町

323 中央公民館 吉野ヶ里町
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324 吉野ヶ里町三田川中央公園 吉野ヶ里町

325 めいぶつ館 吉野ヶ里町

326 基山町役場庁舎 基山町

327 基山町町民会館 基山町

328 基山町武道館 基山町

329 基山町総合公園多目的運動場 基山町

330 基山町営球場・テニス場 基山町

331 基山町保健センター 基山町

332 ＪＲ基山町前広場 基山町

333 基山町総合体育館 基山町

334 けやき台駅送迎用駐車場 基山町

335 基山小学校 基山町

336 上峰町役場 上峰町

337 上峰町民センター 上峰町

338 すぱーく上峰 上峰町

339 みやき町役場　みやき町庁舎 みやき町

340 中原庁舎 みやき町

341 三根庁舎 みやき町

342 中原体育館 みやき町

343 中原武道館 みやき町

344 みやき町中原保健センター みやき町

345 みやき町勤労青少年ホーム みやき町

346 みやき町働く婦人の家 みやき町

347 鳥栖・三養基西部溶融資源化センター みやき町

348 鳥栖・三養基西部リサイクルプラザ みやき町

349 北茂安保健センター みやき町

350 千栗土居公園 みやき町

351 三根保健センター みやき町

352 中原小学校 みやき町

353 風の子保育園 みやき町

354 玄海町役場 玄海町

355 玄海町町民会館 玄海町

356 玄海海上温泉パレア 玄海町

357 ふるさと発想館 玄海町

358 有田町庁舎 有田町

359 有田町庁舎別館 有田町

360 有田町東庁舎 有田町

361 有田町福祉保健センター 有田町

362 有田町生涯学習センター 有田町

363 有田共立病院 有田町

364 焱博記念堂 有田町

365 有田町リサイクルプラザ 有田町

366 竜門山の家 有田町

367 あじさい村 有田町

368 有田町体育センター 有田町

369 有田町立西有田中学校 有田町

370 大町町役場 大町町

371 大町町総合福祉保健センター美郷 大町町

372 大町町公民館 大町町

373 大町町町立病院 大町町

374 江北町役場 江北町

375 江北町福祉センター 江北町

376 さがのへそ・ふれあい交流センター「ネイブル」 江北町

377 白石町役場　本庁 白石町

378 ゆうあい館 白石町

379 有明公民館 白石町

380 白石町総合センター 白石町

381 白石町介護予防拠点施設　ひだまり館 白石町
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382 太良町庁舎 太良町

383 太良町中央公民館 太良町

384 太良町総合福祉センター 太良町

385 太良町立太良病院 太良町

386 道の駅　太良 太良町

387 大橋記念図書館 太良町

388 あいあい公園 太良町

389 安穏堂（太良町営火葬場） 太良町

390 太良町大浦公民館 太良町

391 竹崎城址展望台公園 太良町

国有施設 1 佐賀合同庁舎 佐賀市

(27施設) 2 佐賀地方法務局　武雄支局 武雄市

3 佐賀地方法務局　伊万里支局 伊万里市

4 佐賀地方法務局　唐津支局 唐津市

5 佐賀地方法務局　鳥栖出張所 鳥栖市

6 唐津労働基準監督署 唐津市

7 武雄労働基準監督署 武雄市

8 伊万里労働基準監督署 伊万里市

9 佐賀公共職業安定所 佐賀市

10 唐津公共職業安定所 唐津市

11 武雄公共職業安定所 武雄市

12 伊万里公共職業安定所 伊万里市

13 鳥栖公共職業安定所 鳥栖市

14 鹿島公共職業安定所 鹿島市

15 九州農政局佐賀農政事務所 佐賀市

16 佐賀国道事務所 佐賀市

17 佐賀運輸支局 佐賀市

18 軽自動車検査協会佐賀事務所 佐賀市

19 佐賀国道事務所　武雄維持出張所 武雄市

20 唐津港湾事務所 唐津市

21 佐賀国道事務所　唐津維持出張所 唐津市

22 佐賀社会保険事務所 佐賀市

23 伊万里税務署 伊万里市

24 佐賀国道事務所　鳥栖維持出張所 鳥栖市

25 佐賀地方検察庁唐津支部 唐津市

26 佐賀地方検察庁武雄支部 武雄市

27 鹿島区検察庁 鹿島市

県有施設 1 県庁舎 佐賀市

(83施設) 2 佐賀総合庁舎 佐賀市

3 神埼総合庁舎 神埼市

4 鳥栖総合庁舎 鳥栖市

5 唐津総合庁舎 唐津市

6 伊万里総合庁舎 伊万里市

7 武雄総合庁舎 武雄市

8 鹿島総合庁舎 鹿島市

9 佐賀土木事務所 佐賀市

10 唐津土木事務所 唐津市

11 アバンセ 佐賀市

12 県立図書館 佐賀市

13 博物館・美術館 佐賀市

14 九州陶磁文化館 有田町

15 名護屋城博物館 唐津市

16 佐賀城公園 佐賀市

17 佐賀城本丸歴史館 佐賀市

18 宇宙科学館 武雄市

19 佐賀中部保健福祉事務所 佐賀市

20 鳥栖保健福祉事務所 鳥栖市

21 唐津保健福祉事務所 唐津市
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22 伊万里保健福祉事務所 伊万里市

23 杵藤保健福祉事務所 武雄市

24 長寿センターはればれ 佐賀市

25 佐賀県介護実習普及センターバリアフリー住宅 佐賀市

26 総合福祉センター 佐賀市

27 佐賀県難病相談・支援センター 佐賀市

28 母子福祉センター 佐賀市

29 精神保健福祉センター 小城市

30 佐賀空港 佐賀市

31 北山少年自然の家 佐賀市

32 波戸岬少年自然の家 唐津市

33 黒髪少年自然の家 武雄市

34 平成子ども記念の森学習館 佐賀市

35 自治修習所・教育センター 佐賀市

36 吉野ヶ里歴史公園東口駐車場 吉野ヶ里町

37 吉野ヶ里遺跡展示室 吉野ヶ里町

38 吉野ヶ里西口サービスセンター 吉野ヶ里町

39 若楠会館 佐賀市

40 佐賀県解放会館 唐津市

41 消防学校 佐賀市

42 総合看護学院 佐賀市

43 有田窯業大学校 有田町

44 産業技術学院 多久市

45 地域産業支援センター 佐賀市

46 九州シンクロトロン光研究センター 鳥栖市

47 森林公園みどりの森県営球場 佐賀市

48 森林公園 佐賀市

49 総合運動場 佐賀市

50 市村記念体育館 佐賀市

51 総合体育館 佐賀市

52 ヨットハーバー 唐津市

53 佐賀県射撃研修センター 佐賀市

54 環境センター 佐賀市

55 窯業技術センター 有田町

56 工業技術センター 佐賀市

57 杵島農業改良普及センター 白石町

58 農業試験研究センター 佐賀市

59 果樹試験場 小城市

60 茶業試験場 嬉野市

61 畜産試験場 武雄市

62 佐賀県食肉センター 多久市

63 玄海水産振興センター 唐津市

64 有明水産振興センター 小城市

65 林業試験場 佐賀市

66 東部工業用水道管理事務所 鳥栖市

67 県立病院好生館 佐賀市

68 春日園 佐賀市

69 九千部学園 鳥栖市

70 佐賀コロニー 佐賀市

71 高等水産講習所 唐津市

72 希望の家 みやき町

73 虹の松原学園 唐津市

74 佐城農業改良普及センター 佐賀市

75 三神農業改良普及センター 上峰町

76 ２１世紀県民の森 佐賀市

77 ふれあい自然塾ひぜん 唐津市

78 樫原湿原県自然環境保全地域 唐津市
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79 佐賀農業大学校 佐賀市

80 佐賀空港公園駐車場 佐賀市

81 佐賀空港多目的グランド駐車場 佐賀市

82 吉野ヶ里メガソーラ発電所 神埼市

83 中部家畜保健衛生所 佐賀市

県立学校 1 佐賀東高等学校 佐賀市

（45施設) 2 佐賀西高等学校 佐賀市

3 佐賀北高等学校 佐賀市

4 致遠館中学・高等学校 佐賀市

5 唐津東中学・高等学校 唐津市

6 唐津西高等学校 唐津市

7 香楠中学・鳥栖高等学校 鳥栖市

8 伊万里高等学校 伊万里市

9 武雄高等学校 武雄市

10 武雄青陵中学・武雄青陵高等学校 武雄市

11 鹿島高等学校 鹿島市

12 神埼高等学校 神埼市

13 三養基高等学校 みやき町

14 小城高等学校 小城市

15 牛津高等学校 小城市

16 厳木高等学校 唐津市

17 唐津青翔高等学校 玄海町

18 白石高等学校 白石町

19 太良高等学校 太良町

20 唐津南高等学校 唐津市

21 伊万里農林高等学校 伊万里市

22 高志館高等学校 佐賀市

23 神埼清明高等学校 神埼市

24 佐賀農業高等学校 白石町

25 佐賀工業高等学校 佐賀市

26 唐津工業高等学校 唐津市

27 鳥栖工業高等学校 鳥栖市

28 多久高等学校 多久市

29 有田工業高等学校 有田町

30 塩田工業高等学校 嬉野市

31 佐賀商業高等学校 佐賀市

32 唐津商業高等学校 唐津市

33 鳥栖商業高等学校 鳥栖市

34 伊万里商業高等学校 伊万里市

35 杵島商業高等学校 大町町

36 嬉野高等学校 嬉野市

37 鹿島実業高等学校 鹿島市

38 盲学校 佐賀市

39 ろう学校 佐賀市

40 金立養護学校 佐賀市

41 大和養護学校 佐賀市

42 中原養護学校 みやき町

43 伊万里養護学校 伊万里市

44 北部養護学校 唐津市

45 うれしの特別支援学校 嬉野市

警察 1 警察本部 佐賀市

（21施設) 2 運転免許センター 佐賀市

3 運転免許試験場 佐賀市

4 交通機動隊 佐賀市

5 佐賀警察署 佐賀市

6 神埼警察署 神埼市

7 鳥栖警察署 鳥栖市



最終更新日　平成30年3月31日

区　分 番号 施　　設　　名 住　　　　所

8 小城警察署 小城市

9 多久幹部派出所 多久市

10 相知幹部派出所 唐津市

11 唐津警察署 唐津市

12 呼子幹部派出所 唐津市

13 伊万里警察署 伊万里市

14 有田幹部派出所 有田町

15 武雄警察署 武雄市

16 大町幹部派出所 大町町

17 白石警察署 白石町

18 鹿島警察署 鹿島市

19 嬉野幹部派出所 嬉野市

20 佐賀南警察署 佐賀市


