
申請者の氏名・名称 登録番号 主たる営業所名 倉　　庫　　名 新増別 類別 階数

住　　　　　　　所 住　　　　　所 住　　　　　所 所借別 棟数 耐火構造

日本遠洋旋網漁業協同組合 相知冷凍工場 相知冷凍工場 新規 冷 1

福岡県福岡市中央区長浜３丁目１１－３ 佐賀県唐津市相知町相知字杉野２８２３番地１　他３筆佐賀県唐津市相知町相知字杉野２８２３番地１　他３筆所有 1 準耐火

　　　　　　　平成２６年１月新規登録一覧

番号 構　　造 面容積登録日

1 H26.1.17
鉄骨造　ＰＣ板貼　塩ビ鋼板
折板葺　平屋建 38753㎥7197



申請者の氏名・名称 登録番号 主たる営業所名 倉　　庫　　名 新増別 類別 階数

住　　　　　　　所 住　　　　　所 住　　　　　所 所借別 棟数 耐火構造

有限会社ジョイックスシステム 大牟田営業所 大牟田倉庫 新築 1 1

佐賀県神埼市千代田町迎島５４７番地８ 福岡県大牟田市四箇新町三丁目二番 福岡県大牟田市四箇新町三丁目二番 所有 1 準耐火

三和開発株式会社 本社営業所 響灘１号倉庫 新築 1 1

北九州市若松区本町１丁目１４番１４号
北九州市若松区本町１丁目１４番１
４号

北九州市若松区響町１丁目１０５番
地の２８ 所有 1 準耐火

平成２５年１２月新規登録一覧

H25.12.4
鉄骨造　角波サイディング張
ガルバリウム鋼板葺　平屋建 2916㎡

71862

構　　造 面容積登録日

H25.12.10
鉄骨造　ガルバリウム鋼板張
ガルバリウム鋼板葺　平屋建 2445㎡

1 7181



申請者の氏名・名称 登録番号 主たる営業所名 倉　　庫　　名 新増別 類別 階数

住　　　　　　　所 住　　　　　所 住　　　　　所 所借別 棟数 耐火構造

株式会社永井運送 本社営業所 熊本東部物流センター倉庫 新設 1 1

熊本県宇城市松橋町曲野２９４２番地１ 熊本県宇城市松橋町曲野２９４２番地１
熊本県菊池郡大津町大字室字桜山
１４２０番地１他３筆 所有 1 準耐火

平成２５年１１月新規登録一覧

1 7171
鉄骨造　ガルバリウム鋼板
張　ガルバリウム鋼板葺
平屋建

5,332㎡

登録日 構　　造 面容積

H25.11.13



申請者の氏名・名称 登録番号 主たる営業所名 倉　　庫　　名 新増別 類別 階数

住　　　　　　　所 住　　　　　所 住　　　　　所 所借別 棟数 耐火構造

株式会社　建設センター (株)建設センター 大和１号倉庫 新設 1 2

佐賀県佐賀市大和町大字尼寺一本松２６３４ 佐賀県佐賀市大和町大字尼寺一本松２６３４ 佐賀県佐賀市大和町大字尼寺一本松２４９３－１ 所有 1 準耐火

平成２５年１０月新規登録一覧

鉄骨造　カラー鋼板パネル張
ガルバリウム鋼板葺　２階建 2,681㎡

登録日 構　　造 面容積

1 7154 H25.10.30



申請者の氏名・名称 主たる営業所名 倉　　庫　　名 新増別 類別 階数

住              所 住　　　　　所 住　　　　　所 所借別 棟数 耐火構造

株式会社西日本書庫センター 宮田営業所 宮田倉庫１号棟、２号棟、３号棟 新設 １・Ｔ 1

福岡市博多区下川端町１番３号 福岡県宮若市芹田字咲原586番7 福岡県宮若市芹田字古ノ下574番3　他１筆 所有 3 準耐火

株式会社フォレックス 本店 飯塚倉庫 新設 1 2

福岡県飯塚市有安９５８番地３６ 福岡県飯塚市有安９５８番地３６ 福岡県飯塚市有安９５８番地３６ 借庫 1 準耐火

ダイヤソルト株式会社 崎戸工場 餅子島３－２倉庫 新設 2 1

東京都中野区本町一丁目３２番２号 長崎県西海市崎戸町蠣浦郷１５１７番地３ 長崎県西海市崎戸町蠣浦郷１２４３番地１ 所有 1 その他

平成２５年　９月分新規登録一覧

登録番号 面容積登録日 構　　造

7122 H25.9.5
鉄骨造、ＡＬＣ板張、カ
ラー鋼板折板葺、平屋建

1,715㎡
1,273㎡
900㎡

鉄骨造　ＡＬＣ板張　ガルバ
リウム鋼板葺　平屋建 1184㎡

1

鉄骨造、ＡＬＣ板張、ガルバ
リウム鋼板折板葺、２階建 1233㎡2 7135 H25.9.24

3 7137 H25.9.26



申請者の氏名・名称 主たる営業所名 倉　　庫　　名 新増別 類別 階数

住              所 住　　　　　所 住　　　　　所 所借別 棟数 耐火構造

福岡吉田海運株式会社 福岡吉田海運株式会社 須恵物流センター 新築 １、冷 2

長崎県佐世保市三浦町1番32号
福岡県糟屋郡須惠町
大字植木ヲシガ浦１４４８

福岡県糟屋郡須惠町
大字植木ヲシガ浦１４４
８

所有 1 準耐火

H25.7.31
鉄骨造、ＡＬＣ板張、ガルバ
リウム鋼板葺、２階建

4,780㎡
18,469㎥

1

平成２５年　７月分新規登録一覧

登録番号 面容積登録日 構　　造

７０９７



申請者の氏名・名称 主たる営業所名 倉　　庫　　名 新増別 類別 階数

住              所 住　　　　　所 住　　　　　所 所借別 棟数 耐火構造

千代工業株式会社 本社営業所 宇土倉庫 転用 1 1

熊本県宇土市松山町４１３５番地 熊本県宇土市松山町４１３５番地 熊本県宇土市松山町７８５－１　他 所有 1 準耐火

株式会社ＡＬＯ 九州営業所 株式会社大創産業九州ＲＤＣ 新築 1 3

大阪市中央区南船場３－１０－３
福岡県筑紫野市大字古賀３３５
番５　他４３筆

福岡県筑紫野市大字古賀３３５
番５　他４３筆

借庫 1 耐火

1

1

冷

－

熊本市西区上熊本三丁目２
４番１号

ペンタ・ロジスティクス株式会社

熊本市南区南高江一丁目１３番１号

2 7056 H25.4.22

2.228㎥

3 7061 H25.4.24

本社営業所

H25.4.5
鉄骨造　小波スレート張　ガ
ルバリウム鋼板葺　平屋建 3996㎡

熊本市南区城南町鰐瀬字
志道寺１８０８－２３

所有 準耐火

ペンタ城南倉庫 新築

鉄骨造　ＡＬＣ板張　ガルバ
リウム鋼板葺　平屋建

1 448㎡

1

鉄骨造　ＡＬＣ板張　ガルバ
リウム鋼板葺　３階建 43623㎡

平成２５年　４月分新規登録一覧

登録番号 面容積登録日 構　　造

7048
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