宗像市ＡＥＤステーション認定事業所一覧
事業所名

所在地

うみんぐ大島

宗像市大島１８２２－４

㈱はせがわ

宗像市赤間駅前１－３－１０

グループホーム小規模多機能型居宅介護
さわやかむなかたのもり

宗像市自由ヶ丘２丁目１７番地１

モスバーガー くりえいと赤間店

宗像市くりえいと１丁目５－２

エフコープ生活協同組合 自由ヶ丘店

宗像市田久４丁目１６番６号

宗像有料老人ホームひかり

宗像市自由ヶ丘８－１７－１

社会福祉法人 清風会 平等寺保育園

宗像市平等寺４６５番１

株式会社 福岡銀行赤間支店

宗像市土穴１丁目１－２０

日成ビルド工業株式会社福岡生産センター

宗像市江口９１３－１

スポーツクラブ リフレ くりえいと宗像

宗像市くりえいと３－４－１５

ホンダカーズ北九州 オートテラス宗像

宗像市徳重１－２－１

ミスターマックス宗像店

宗像市石丸３丁目７番１号

株式会社 福岡銀行宗像支店

宗像市東郷５丁目４番５号

アンピール教育大前Ⅱ管理組合

宗像市赤間５丁目６－８

博多のびっこ幼稚園

宗像市日の里７丁目１８－１

宗像警察署

宗像市東郷１丁目２番２号

ＪＡむなかた野ぎく会館

宗像市東郷４丁目５番１２号

福岡県宗像児童相談所

宗像市東郷５丁目５番３号

アンピール自由ヶ丘

宗像市自由ヶ丘２丁目１４－４

神湊観光ホテル

宗像市神湊６５１－２

社会福祉法人 敬愛会
特別養護老人ホームみどり苑宗像

宗像市河東１０７２－１

福祉センター 宗寿園

宗像市稲元５丁目２番２号

上野循環器科・内科医院

宗像市須恵１丁目１６番１９号

宗像自動車学校

宗像市池田１７３２

キューサイ株式会社 福岡こうのみなと工場

宗像市神湊３２－１

社会福祉法人俊峰会 恵愛保育園

宗像市三郎丸１丁目１１－２８

日の里東保育園

宗像市日の里５丁目３－１

英進館 赤間校

宗像市三郎丸１丁目１－４１

英進館 赤間校高等部

宗像市赤間駅前１－４－７ センタービル２Ｆ

ゾーン宗像

宗像市土穴１丁目３番１号

くすの木園

宗像市用山４３３番地１

くすくすホーム

宗像市用山１６６－１

みさき歯科医院

宗像市東郷２丁目１－１７

宗像大社

宗像市田島２３３１

㈱ジェイコム九州 北九州局 宗像センター

宗像市曲１６４０－２

岩田屋 森林都市サロン

宗像市自由ヶ丘３丁目１２番４号

福岡県立宗像高等学校

宗像市東郷６丁目７番１号

ふれあいの森総合公園

宗像市山田１６１９－５

宗像市立 河東小学校

宗像市稲元５丁目１－２

宗像市立 中央中学校

宗像市久原２４４

宗像市立 南郷小学校

宗像市原町２１１０－１

宗像市立 玄海中学校

宗像市江口９６５

宗像市立 自由ヶ丘小学校

宗像市自由ヶ丘９１８－６

宗像市立 河東西小学校

宗像市樟陽台１丁目１５－７

宗像市立 河東中学校

宗像市城西ヶ丘６丁目１５－１

宗像市立 赤間小学校

宗像市赤間１丁目４－１

宗像市立 大島小学校

宗像市大島１１６３－１

宗像市立 大島中学校

宗像市大島１１６３－１

宗像市立 地島小学校

宗像市地島４２８－１

宗像市立 自由ヶ丘中学校

宗像市朝町１０１９－４

宗像市立 自由ヶ丘南小学校

宗像市朝町１１２４－２

宗像市立 東郷小学校

宗像市田熊３丁目４－１

宗像市立 玄海東小学校

宗像市田野１３８２

宗像市立 赤間西小学校

宗像市土穴６３３－２

宗像市立 日の里東小学校

宗像市日の里４丁目２１－２１

宗像市立 日の里西小学校

宗像市日の里８丁目２０

宗像市立 日の里中学校

宗像市日の里８丁目８

宗像市立 吉武小学校

宗像市武丸６４４

宗像市立 玄海小学校

宗像市江口９６５

宗像市立 城山中学校

宗像市陵厳寺１丁目１３－１

宗像市 西側資源物受入施設

宗像市王丸８４２

宗像市 北側資源物受入施設

宗像市池浦６００－２

宗像市田熊石畑遺跡歴史公園

宗像市田熊二丁目２－１３

宗像市 海の道むなかた館

宗像市深田５８８

宗像終末処理場

宗像市田熊１３７３番地

神湊港渡船ターミナル

宗像市神湊４８７－５１

大島港渡船ターミナル

宗像市大島１８０９－１８

市営渡船 白浜待合所

宗像市地島１０９８

大島診療所

宗像市大島１６２８－１３

大島へき地保育所

宗像市大島１１７８

宗像市農村女性の家
（吉武地区コミュニティ・センター）

宗像市吉留３５１９－１

メイトム宗像

宗像市久原１８０

宗像市コミュニティ・センター赤間西会館

宗像市三郎丸５丁目２－２４

宗像市コミュニティ・センター自由ヶ丘会館

宗像市自由ヶ丘３丁目１２－１１

宗像市コミュニティ・センター岬会館

宗像市鐘崎７７６－４

宗像市コミュニティ・センター河東会館

宗像市須恵１丁目４－１

宗像市コミュニティ・センター赤間会館

宗像市赤間２丁目３－１

宗像市コミュニティ・センター大島会館

宗像市大島１１９４－１

宗像市コミュニティ・センター池野会館

宗像市池田１３００

宗像市コミュニティ・センター東郷会館

宗像市田熊６丁目７－２５

宗像市コミュニティ・センター日の里会館

宗像市日の里１丁目１６－１

宗像市コミュニティ・センター玄海会館

宗像市牟田尻１６０１

宗像市コミュニティ・センター南郷会館

宗像市野坂２１１９－５

宗像市役所

宗像市東郷１丁目１番１号

街道の駅 赤馬館

宗像市赤間４丁目１－８

大島行政センター

宗像市大島１６２８－３

北斗の水くみ海浜公園

宗像市神湊１２７８－１

道の駅むなかた

宗像市江口１１７２

宗像市大島海洋体験施設 （うみんぐ大島）

宗像市大島１８２２－４

地島格納庫

宗像市地島１９０

かのこの里

宗像市原町１５３－１

宗像市正助ふるさと村

宗像市武丸１９９

市民体育館

宗像市稲元５丁目２－１

宗像ユリックス

宗像市久原４００

Ｂ＆Ｇ海洋センター

宗像市江口９６５－２

宗像勤労者体育センター

宗像市須恵１丁目４－１

弓道場

宗像市吉留３１６８

宗像ユリックスアクアドーム

宗像市久原４００

株式会社ケイ・イー・エス 宗像事業所

宗像市曲１３７７ 宗像浄化センター

セブン－イレブン宗像日の里店

宗像市日の里１丁目７－４

セブン－イレブン宗像東郷店

宗像市東郷６丁目１－１２

セブン－イレブン宗像吉武店

宗像市武丸字前田９９８－５

セブン－イレブン宗像王丸店

宗像市王丸字徳丸７６６番地８

セブン－イレブン宗像自由ヶ丘店

宗像市田久１０９０－５５

セブン－イレブン宗像赤間郵便局前店

宗像市赤間５丁目１－３８

セブン－イレブン宗像陵厳寺店

宗像市陵厳寺３丁目３－１

ローソンくりえいと宗像店

宗像市くりえいと２－４－２５

ローソン宗像徳重店

宗像市徳重７１１－３

ローソン宗像日の里五丁目店

宗像市日の里５－９－１２

ローソン宗像曲店

宗像市曲５９－１

ローソン宗像田熊一丁目店

宗像市田熊１－５－１０

ローソン宗像石丸一丁目店

宗像市石丸１－８－１

ローソン宗像石丸三丁目店

宗像市石丸３－７－８

ローソン宗像神湊店

宗像市神湊４４－２

ファミリーマート宗像三郎丸店

宗像市三郎丸６丁目１番３号

ファミリーマート宗像ＺＯＮＥ店

宗像市土穴１丁目３番１０号

ファミリーマート宗像徳重店

宗像市徳重二丁目８番１０号

ファミリーマート宗像東郷五丁目店

宗像市東郷５丁目６番３号

ミニストップ宗像稲元店

宗像市稲元４丁目２２－５

ポプラ宗像光岡店

宗像市光岡２７９

ポプラ玄海瀬戸店

宗像市田野１１８３－１

ファミリーマート宗像田久４丁目店

宗像市田久４丁目７番１号

ファミリーマートＪＲ教育大前駅店

宗像市赤間６丁目４－１７

デイリーヤマザキ宗像ひかりケ丘店

宗像市河東１０６７－１

デイリーヤマザキ宗像日の里店

宗像市日の里２－２７－８

福津市ＡＥＤステーション認定事業所一覧
事業所名

所在地

ひがしふくま真愛保育園

福津市東福間７丁目３番地の１

学校法人 水光学院 宗像看護専門学校

福津市宮司２丁目１１－２０

マツモトキヨシ レガネットガーデン福津店

福津市宮司２丁目１－１２

ミスターマックスSelect福津店

福津市日蒔野４丁目１０－５

社会福祉法人 南十字福祉会
特別養護老人ホーム 筑前顕慈園

福津市上西郷７３４番３

真愛保育園

福津市久末９９－２

福岡法務局福間出張所

福津市手光南２丁目３番２８号

医療法人 まつなが小児科医院

福津市宮司浜３丁目２２番２４号

㈱ダイナム福岡福津店

福津市宮司１丁目８番４７号

福岡県立光陵高等学校

福津市光陽台５丁目

福岡県立水産高等学校

福津市津屋崎４丁目４６番１４号

しらぎく幼稚園

福津市福間駅東３丁目４番１号

株式会社 福岡銀行福間支店

福津市中央３丁目８－６

ユーコーラッキー福間店

福津市手光南１－８－１

九電テクノシステムズ株式会社 福間工場

福津市西福間３－２１－２４

イオンモール福津

福津市日蒔野６丁目１６番地の１

むとべデンタルオフィス

福津市日蒔野１丁目４－１０

英進館 福間校

福津市中央６－１１－３５

福津市役所

福津市中央１丁目１－１

福津市健康福祉総合センター

福津市手光南２丁目１－１

福祉会館潮湯の里夕陽館

福津市津屋崎１丁目３７－１７

福津市立図書館

福津市中央１丁目１－２

福津市中央公民館

福津市手光２２２２

福津市宮司公民館

福津市宮司３－１５－１

福間体育センター

福津市西福間２丁目９－１

津屋崎体育センター

福津市津屋崎１丁目５－１

福津市立福間武道館

福津市西福間１丁目３－１

福津市立津屋崎武道館

福津市津屋崎１丁目５－５

福津市複合文化センター

福津市津屋崎１丁目７－２

勝浦浜海洋スポーツセンター

福津市勝浦４０４９－４

福津市行政・観光情報ステーション ふっくる

福津市中央３丁目１－１

福津市まちおこしセンター 津屋崎千軒なごみ

福津市津屋崎３丁目１７－３

ふれあい広場福間

福津市上西郷５３９－１

久末総合公園

福津市久末８６－６

福津市総合運動公園

福津市上西郷７７９－１

本木川自然公園

福津市本木１９５７－１

あんずの里運動公園

福津市勝浦１７０６－１

宮の元公園

福津市津屋崎３丁目４－１

福津市立津屋崎小学校

福津市津屋崎８－４－１

福津市立福間小学校

福津市西福間２－４－１

福津市立福間南小学校

福津市日蒔野４－１１－２

福津市立神興小学校

福津市東福間６－４－１

福津市立神興東小学校

福津市津丸９５０

福津市立上西郷小学校

福津市内殿５９１－４

福津市立津屋崎中学校

福津市津屋崎１－５－１６

福津市立福間中学校

福津市花見が丘２－１０－１

福津市立福間東中学校

福津市津丸６６３

福津市立神興幼稚園

福津市東福間６－４－３

宮司コミュニティセンター

福津市宮司浜２丁目１５番１号

福津市児童センター フクスタ

福津市手光南２丁目１－１

介護老人保健施設 ナーシング・ケア宗像

福津市上西郷７３４－３

九州大学大学院生物資源環境科学府附属
水産実験所

福津市津屋崎４丁目４６番２４号

セブン－イレブン福津中央１丁目店

福津市中央１－１９－５

セブン－イレブン福津大和町店

福津市中央４丁目４－２

セブン－イレブン福津中央５丁目店

福津市中央５丁目１１－７

セブン－イレブン福津内殿店

福津市内殿河原９９６番１

セブン－イレブン福津勝浦店

福津市勝浦３４９３－１

セブン－イレブン福津宮司店

福津市宮司２丁目１７－１

セブン－イレブン福間駅南店

福津市日蒔野４丁目１－７

セブン－イレブン福津日蒔野店

福津市日蒔野５丁目５－８

セブン－イレブン福津津屋崎店

福津市津屋崎３丁目１－１２

セブン－イレブン福津若木台店

福津市若木台５丁目７０－４

セブン－イレブン福間海岸通り店

福津市西福間４丁目５－５

ローソン福津中央一丁目店

福津市中央１－７－１４

ローソン古賀舞の里店

福津市有弥の里２－１０－３

ローソン東福間駅前店

福津市東福間１－２－３

ローソン福津花見が丘一丁目店

福津市花見が丘１－６－３１

ローソン宗像若木台店

福津市若木台４－１９－１３

ローソン福津市役所前

福津市中央１丁目３３７３番２、３４２９番４

ファミリーマート福津宮司六丁目店

福津市宮司六丁目３番３号

ファミリーマート福津上西郷店

福津市日蒔野五丁目２０番地の３

ミニストップ福津日蒔野店

福津市日蒔野６丁目２９番１０

ミニストップ東福間店

福津市津丸１２００－２

デイリーヤマザキ福津宮司店

福津市宮司５－１－１

デイリーヤマザキ光陽台南店

福津市福間駅東３－２－７

