賛助会員（５０音順）
令和２年４月１日現在

【福岡地区】
会

社

名

郵便番号

所

在

地

電話番号

㈲アイディーコーポレーション 814-0171 福岡市早良区野芥5-40-4

092-865-6343

㈱Ｉ.Ｄ.ＦＡＣＴＯＲＹ

812-0013 福岡市博多区博多駅東3-6-11-8F

092-433-0292

㈱朝日広告社 九州支局

810-0001 福岡市中央区天神2-8-41-6F

092-712-0333

朝日新聞社

812-8511 福岡市博多区博多駅前2-1-1-3F

092-477-6668

アットホーム㈱

812-0016 福岡市博多区博多駅南1-5-34

092-441-2103

㈱アドテック

803-0841 北九州市小倉北区清水3-13-38

093-571-1222

広告審査部

㈱アパマンショップネットワーク

東京支社

104-0031

東京都中央区京橋1-1-5
セントラルビル13階

03-3231-8024

今心㈱

820-0044 飯塚市横田669-69

エープラン㈱

803-0817

㈱エフスタイルドットコム

818-0122 太宰府市高雄1-3683

㈱エムアンドエル

814-0001

㈱Ｃ．Ａ．Ｎ

807-0857 北九州市八幡西区北筑2-10-27-202 093-616-1341

㈱九州博報堂

810-0001 福岡市中央区天神1-4-1-14F

092-711-3111

㈲ケイ・アイ広告社

802-0224 北九州市小倉南区東貫1-11-42

093-473-1411

㈱ゴング

810-0022 福岡市中央区薬院2-6-18

092-726-3300

㈱サンク

810-0001

福岡市中央区天神4-6-28
天神ファーストビル４Ｆ

092-781-3509

㈱三広

810-0001 福岡市中央区天神4-6-3

北九州市小倉北区田町10-5
田町ﾋﾞﾙ１階

福岡市早良区百道浜2-1-22
SRPセンタービル606A

福岡市博多区博多駅前3-2-1
日本生命博多駅前ビル３Ｆ
福岡市中央区大名2-12-15
810-0041
赤坂セブンビル７階

0948-22-2888
093-581-8824
092-924-3733
092-832-5270

092-771-8521

㈱ジェイアール九州エージェンシー 812-0011

092-481-5890

㈱ジェイ・アンド・エフ

092-753-9781

㈱ジャム

802-0045 北九州市小倉北区神岳1-4-19

093-541-5527

㈱ジャリア

812-0013 福岡市博多区博多駅東1-1-33

092-461-7788

㈱千年市場

810-0022

㈱綜合広告社

810-0073 福岡市中央区舞鶴1-5-6

㈱創実エージェンシー

812-0024

㈱大広九州

福岡市中央区薬院4丁目3番5号
セレス薬院ビル３Ｆ

福岡市博多区網場町4-11
ビルディング・シャポー３F
福岡市中央区天神1-4-2
810-0001
エルガーラ11Ｆ

092-533-8733
092-781-6031
092-292-8885
092-762-7600

会

社

名

郵便番号

所

在

地

電話番号

大道印刷㈱

816-0873 春日市日の出町6-23

大洋印刷紙器㈱

803-0828

㈱タグボートＰＲ

802-0001 北九州市小倉北区浅野2-9-22

㈱ＣＨＩＮＴＡＩ

107-0051

㈱ＤＧコミュニケーションズ九州支社

812-0025

㈱電通九州

810-0042 福岡市中央区赤坂1-16-10

092-713-2555

㈱東京経済

802-0004 北九州市小倉北区鍛治町2-5-11

093-521-5705

㈱ナレッジマーケット

802-0001 北九州市小倉北区浅野2-9-22

093-541-3830

㈱西鉄エージェンシー

810-0074 福岡市中央区大手門2-1-10

092-781-1161

㈱西日本新聞広告社

810-0001 福岡市中央区天神1-4-1-14F

092-711-5050

㈱西日本新聞社

810-8721 福岡市中央区天神1-4-1

092-711-5555

日本アート印刷㈱

810-0801

㈱日本経済広告社 九州支社

092-582-0927

北九州市小倉北区愛宕1-3-3
以和貴ビル１Ｆ

093-571-1000
2Ｆ 093-521-8500

東京都港区元赤坂1－2－7
ＡＫＡＳＡＫＡ Ｋ-ＴＯＷＥＲ１０Ｆ

福岡市博多区店屋町1-35
博多三井ビルディング2号館2階

福岡市博多区中洲5-6-28
ﾎﾟｰﾗ福岡ﾋﾞﾙ７F
福岡市中央区天神4-2-20
810-0001
天神幸ﾋﾞﾙ2F

03-5771-4612
092-273-2112

092-283-1281
092-781-2171

㈱ハーティブレーン

802-0018 北九州市小倉北区中津口1-9-15

093-533-3522

㈱バウコミュニケーションズ
九州支社

812-0033 福岡市博多区大博町8-4

092-291-2858

㈱博報堂プロダクツ

812-0027

バラタス㈱

810-0045 福岡市中央区草香江1-8-19-8F

092-776-9890

㈱ﾋﾞｰﾋﾞｰﾃﾞｨｵｰ・ｼﾞｪｲ・ｳｪｽﾄ

810-0001 福岡市中央区天神4-1-32-7F

092-751-2466

㈱福岡県不動産会館

812-0054 福岡市東区馬出1-13-10

092-631-3333

毎日新聞西部本社

802-8651 北九州市小倉北区紺屋町13-1

093-541-3131

㈱読売広告社 福岡支社

812-0025

㈱読売広告西部

810-0042 福岡市中央区赤坂1-16-5

092-741-9800

㈱ＬＩＦＵＬＬ

102-0083 東京都千代田区麹町1-4-4

03-6774-1614

福岡市博多区下川端町2-1
博多リバレインイーストサイト1F

福岡市博多区店屋町1-35
博多三井ビルディング2号館10階

福岡市博多区奈良屋町2-1
博多蔵本太田ビル8階
東京都港区芝浦3-12-7
㈱リクルート住まいカンパニー 108-0023
住友不動産田町ビル
大野城市筒井1-1-31
レンジャーモード
816-0931
ハイム春日原東102
㈱リエイジアエージェンシー

812-0023

092-283-5390

092-260-1016

092-271-1555
03-6835-5404
092-586-6386

【佐賀地区】
会

社

名

郵便番号

所

在

地

電話番号

㈱アパナビ

849-0928 佐賀市若楠2-2-2

0952-33-4600

㈱エンターアイ

840-0023 佐賀市本庄町大字袋286-5

0952-24-3222

㈱佐賀広告センター

840-0815 佐賀市天神3-2-23

0952-28-3888

㈲佐賀住宅広告

840-0842 佐賀市多布施2-10-26

0952-29-0180

㈱三光

848-0022 伊万里市大坪町乙4161-1

0955-23-5808

スタッフアド社

843-0022 武雄市武雄町大字武雄5014-1-3F

0954-23-3389

【長崎地区】
会

社

名

郵便番号

所

在

地

電話番号

㈱一広

850-0036 長崎市五島町5-17

095-827-6161

㈱昭和堂

854-0036 諫早市長野町1007－2

0957-22-6000

㈱つじ印刷

856-0033 大村市荒平町1472-1

0957-52-3230

㈱長崎新聞社

852-8601 長崎市茂里町3-1

095-844-2111

㈱プラネット

850-0875 長崎市栄町4-18

095-827-8001

【熊本地区】
会

社

名

郵便番号

所

在

地

電話番号

㈱アイキャッチ

861-8043 熊本市東区戸島西2-2-65

096-365-4000

㈱アド・スーパー・ブレーン

860-0834 熊本市南区江越2-14-18

096-370-2100

㈱アパハウ

861-8039 熊本市東区長嶺南4-2-8

096-213-0111

㈱熊本日日新聞社

860-0823 熊本市中央区世安町172

096-361-3353

㈱熊本リビング新聞社

860-8511

㈱中央広告社

862-0971 熊本市中央区大江6-24-14

熊本市中央区新市街7-20
ヴィレラ辛島２Ｆ

096-359-3311
096-366-0555

【大分地区】
会

社

名

郵便番号

所

在

地

電話番号

㈱アド・ミッション

870-0044 大分市舞鶴町1-3-30

ＳＴﾋﾞﾙ３Ｆ 097-573-4004

㈱エーツーディ

870-0921 大分市萩原183-1

097-529-6616

㈲大分合同新聞社

870-0021 大分市府内町3-9-15

097-538-9645

㈱大宣

870-0037 大分市東春日町1-8

097-538-0122

㈱ブレーン

870-0021 大分市府内町2-3-25-4F

097-538-0105

【宮崎地区】
会

社

名

郵便番号

所

在

地

電話番号

㈱文昌堂

885-0004 都城市都北町7166

0986-36-6600

㈱宮崎日日新聞社

880-8570 宮崎市高千穂通1-1-33

0985-26-9301

明巧堂印刷㈱

882-0063 延岡市古川町82-10

0982-33-6327

㈱ＵＭＫエージェンシー

880-0022 宮崎市大橋3-101-1

0985-22-1122

【鹿児島地区】
会

社

名

郵便番号

所

在

地

電話番号

㈱ネットウェーブ

890-0066 鹿児島市真砂町2-7

099-255-7744

㈱南日本新聞社

890-8603 鹿児島市与次郎1-9-33

099-813-5023

【沖縄地区】
会

社

名

郵便番号

所

在

地

電話番号

(一社)沖縄県不動産流通機構

900-0021 那覇市泉崎1-12-7

098-861-3584

㈱近代美術

901-1111 島尻郡南風原町字兼城206

098-889-4113

㈱タイムス住宅新聞社

900-0015 那覇市久茂地2-2-2 ﾀｲﾑｽﾋﾞﾙ10階

098-862-1155

ネットライフ㈲

900-0004 那覇市銘刈1-11-6

098-860-0001

㈱プロトデータセンター

901-2223

宜野湾市大山7-10-25
ﾌﾟﾛﾄ宜野湾ﾋﾞﾙ

098-890-2400

