
下請建設企業・資材業者のみなさんへ 
  『取引先が倒産しても、確実に工事代金の支払いを受けたいときは・・・』 

下請債権保全支援事業 

制度が拡充・延長されました    
 （平成22年12月22日開始） 

下請建設企業等が元請建設企業に対して有する債権（手形を含む。）について、ファクタ
リング会社が支払保証を行うことにより、下請建設企業等の債権保全を支援します！ 

●債務者が経営事項審査を受けているなどの一定の要件 
 を満たせば、下請次数に関係なく（例えば、２次下請建設 
 企業が１次下請建設企業に対して保有している債権につ 

も）支払保証を受 られます

制度の概要 

元請建設企業
 いても）支払保証を受けられます。 
●ファクタリング会社に支払う保証料の一部が助成されます。 
●保証を受けられる時点は、原則として手形の交付を受けた 
 段階（手形以外の債権は支払請求段階）からです 【個別保証】。 
   なお、新たに、個々の下請工事等ごとに、下請契約等の 
    締結段階から保証を受けられるようになりました【枠保証】。 

線部 成 年 拡充部

元請建設企業
（債務者） 

・工事の施工 
・資材の提供 

・発注 

                                        （下線部は、平成22年12月22日からの拡充部分）  
 

下請建設企業等 
 
 

ファクタリング会社  支払保証（元請倒産時等に保証金支払い） 

保証料の支払い（助成あり）（※１） 

元請建設企業に対して 
保有している債権 

（手形を含む） 手形の資金化（※２） 

 
■ファクタリング会社 （順不同・随時更新） 

北保証サ ビス株式会社

 
国土交通省 建設市場整備課・建設業課 03‐5253‐8281

制度のお問い合わせはこちらへ 保証申込検討時のお問い合わせはこちらへ 

 
 

（※１）保証料の助成は、保証料の３分の２（保証される債権額の年率４％を上限）です。 
     保証料とは別に利用料（保証される債権額の年率１％）が必要です。 
（※２）一部のファクタリング会社では、支払が保証された手形の資金化にも対応しています。 

  北保証サービス株式会社（＊・枠）                       011‐241‐8654

    みずほファクター株式会社                                  03‐3286‐2260 

    昭和リース株式会社（＊）                                            03‐6219‐1310 

    りそな決済サービス株式会社           03‐5640‐8695 

  株式会社建設経営サービス（＊・枠）                        03‐3545‐8562 

  ＳＭＢＣファイナンスサービス株式会社（＊・枠）03‐5444‐1522 

  三菱ＵＦＪファクター株式会社（枠）                      03‐3251‐8392 

国土交通省 建設市場整備課 建設業課     03 5253 8281

北海道開発局 建設産業課                        011‐738‐0233 

東北地方整備局 計画・建設産業課                    022‐225‐2171 

関東地方整備局 建設産業第一課                    048‐600‐1906 

北陸地方整備局 計画・建設産業課                    025‐370‐6571 

中部地方整備局 建設産業課                               052‐953‐8572 

近畿地方整備局 建設産業課                               06‐6942‐1071 

中国地方整備局 計画・建設産業課 082 511 6186
  東京センチュリーリース株式会社（＊・枠）         03‐5209‐6740

  オリックス株式会社（＊・枠）                                06‐4799‐5290 

  株式会社建設総合サービス（＊・枠）                       06‐6543‐2843 

（＊）手形の資金化に対応しているファクタリング会社 

（枠）枠保証に対応するファクタリング会社（12/22～ ） 

   

中国地方整備局 計画・建設産業課                    082‐511‐6186

四国地方整備局 計画・建設産業課                    087‐811‐8314 

九州地方整備局 計画・建設産業課                    092‐471‐6331 

沖縄総合事務局 建設産業・地方整備課           098‐866‐1910 

財団法人建設業振興基金 業務第一部             03‐5473‐4575 
 
  （平成２２年１２月更新） 

～制度の期限が平成２４年３月３１日まで延長されました～ 
          （平成２２年度補正予算）   
 



　網掛けは、本事業における各ファクタリング会社の本部となります　

都道府県 ファクタリング会社 拠点名 郵便番号 住所 電話番号
申込
(*１)

備考

本社 060-0004 札幌市中央区北4条西3丁目1番地 011-241-8654　 ○
旭川営業所 070-0035 旭川市五条通5丁目左10号 0166-26-0395 (*2)
帯広営業所 080-0017 帯広市西七条南6丁目2番地 0155-24-5806 (*2)

昭和リース㈱ 札幌オフィス 060-0061 札幌市中央区南1条西6-15-1札幌あおば生命ビル7F 011-232-3277 ○
東京センチュリーリース㈱ 札幌支店 060-0001 札幌市中央区北一条西3-3 札幌MNビル 011-272-3171　 (*3)
オリックス㈱ 札幌支店 060-0002 札幌市中央区北2条西1丁目1番地7　ORE札幌ビル10F 011-281-2358 (*4)
㈱建設経営サービス 青森営業所 030-0803 青森市安方2-9-13 青森県建設会館4F 017-735-5310
オリックス㈱ 青森支店 030-0802 青森市本町1丁目4番17号　三井生命青森ビル6F 017-723-2032 (*4)
㈱建設経営サービス 岩手営業所 020-0873 盛岡市松尾町17-9 岩手県建設会館2F 019-651-3571
オリックス㈱ 盛岡支店 020-0021 盛岡市中央通1丁目7-25 盛岡中央通ビル6F 019-622-3161 (*4)
昭和リース㈱ 仙台オフィス 980-0811 仙台市青葉区一番町2-2-13仙建ビル6F 022-264-0742 ○
㈱建設経営サービス 宮城営業所 980-0824 仙台市青葉区支倉町2-48 宮城県建設産業会館3F 022-262-8622
東京センチュリーリース㈱ 仙台支店 980-0811 仙台市青葉区一番町3-1-1　仙台ファーストタワー 022-262-7331 (*3)
オリックス㈱ 仙台支店 980-0013 仙台市青葉区花京院1丁目1番20号　花京院スクエア20階 022-222-4508 (*4)
㈱建設経営サービス 秋田営業所 010-0951 秋田市山王4-3-10 秋田県建設業会館 別館 018-866-6640
オリックス㈱ 秋田支店 010-0001 秋田市中通2丁目4番19号　商工中金・第一生命秋田ビル７F 018-834-9311 (*4)
㈱建設経営サービス 山形営業所 990-0024 山形市あさひ町18-25 山形県建設会館2F 023-642-8444
オリックス㈱ 山形支店 990-8580 山形市城南町1-1-1　霞城セントラル15F 023-646-0381 (*4)
㈱建設経営サービス 福島営業所 960-8061 福島市五月町4-25 福島県建設センター4F 024-522-3701
オリックス㈱ 郡山支店 963-8005 郡山市清水台1丁目4番7号　住友生命郡山清水台ビル3F 024-922-3525 (*4)
㈱建設経営サービス 茨城営業所 310-0062 水戸市大町3-1-22 茨城県建設センター6F 029-221-3941
東京センチュリーリース㈱ 茨城営業所 305-0033 つくば市東新井14-3 シバハシビル 029-861-9870 (*3)
オリックス㈱ 水戸支店 310-0021 水戸市南町3丁目4番10号　住友生命水戸ビル10F 029-227-5931 (*4)

栃木県 ㈱建設経営サービス 栃木営業所 321-0933 宇都宮市簗瀬町1958-1 栃木県建設産業会館3F 028-639-2374
㈱建設経営サービス 群馬営業所 371-0846 前橋市元総社町2-5-3 群馬建設会館2F 027-252-3347
オリックス㈱ 前橋支店 371-0023 前橋市本町1丁目4番4号 損保ジャパン前橋ビル7F 027-223-7851 (*4)
昭和リース㈱ 埼玉営業グループ 330-0074 さいたま市浦和区北浦和4-5-5北浦和大栄ビル5F 048-825-0611 ○
りそな決済サービス㈱ さいたま支店 330-0063 さいたま市浦和区高砂二丁目6番5号 浦和大栄ビル2階 048-823-8371 ○
㈱建設経営サービス 埼玉営業所 330-0063 さいたま市浦和区高砂4-3-15 K・Sビル5F 048-861-9200
東京センチュリーリース㈱ 大宮支店 330-0853 さいたま市大宮区錦町682-2　大宮情報文化センタービル 048-645-4621　 (*3)
オリックス㈱ さいたま支店 330-0844 さいたま市大宮区下町1丁目8-1 大宮下町1丁目ビル 048-643-5126 (*4)
昭和リース㈱ 千葉オフィス 260-0028 千葉市中央区新町1-17JPR千葉ビル10F 043-246-9101 ○
㈱建設経営サービス 千葉営業所 260-0024 千葉市中央区中央港1-13-1 千葉県建設業センター6F 043-241-6157
オリックス㈱ 千葉支店 261-7121 千葉市美浜区中瀬2-6 ワールドビジネスガーデンＷ棟21F 043-297-8101 (*4)
みずほファクター㈱ 本社 100-0005 東京都千代田区丸の内1丁目6番2号新丸の内センタービルディング7階 03-3286-2260 ○

本社 135-8528 東京都江東区東雲1-7-12KDX豊洲グランスクエア4F 03-6219-1310 ○
立川オフィス 190-0022 立川市錦町2-4-6 住友生命立川ビル4F 042-528-0521 ○

りそな決済サービス㈱ 本社 103-0025 東京都中央区日本橋茅場町一丁目10番5号 エスエフ茅場町ビル 03-5640-8695 ○
本社 104-8438 東京都中央区築地5丁目5番12号 03-3545-8562 ○
東京営業所 104-0032 東京都中央区八丁堀2-5-1 東京建設会館2F 03-3551-1199

新宿営業所 163-0634 東京都新宿区西新宿1-25-1 新宿センタービル34F 03-3340-2469
SMBCファイナンスサービス㈱ 本社 108-6307 東京都港区三田3丁目5番27号　住友不動産三田ツインビル西館 03-5444-1522 ○
三菱ＵＦＪファクター㈱ 本社 101-8637 東京都千代田区神田佐久間町1丁目10番地 03-3251-8392 ○

秋葉原本社 101-0022 東京都千代田区神田練塀町3　富士ソフトビル 03-5209-6740 ○ (*3)
浜松町本社 105-6110 東京都港区浜松町2-4-1　世界貿易センタービル 03-3435-4411 (*3)
首都圏営業第一部
首都圏営業第二部
首都圏営業第三部
首都圏営業第四部

101-0022 東京都千代田区神田練塀町3　富士ソフトビル

03-5209-5584
03-5209-7420
03-5209-5595
03-5209-5920

(*3)

首都圏営業第五部
首都圏営業第六部

141-0031 東京都品川区西五反田1-31-1 日本生命五反田ビル
03-6893-3310
03-6864-5580

(*3)

首都圏営業第七部
首都圏営業第八部

160-8369 東京都新宿区西新宿6-10-1　日土地西新宿ビル
03-6901-0970
03-5326-9210

(*3)

立川支店 190-0022 立川市錦町3-2-30 朝日生命立川錦町ビル 042-523-2931　 (*3)
本社 108-0014 東京都港区芝4-1-23　三田ＮＮビル 03-5419-5000 (*4)
東京中央支店 103-0027 東京都中央区日本橋3丁目8番2号 新日本橋ビルディング  03-3278-5401 (*4)
東京東支店 171-0021 東京都豊島区西池袋1丁目11番1号 メトロポリタンプラザビル 03-5396-5532 (*4)
新宿支店 160-0022 東京都新宿区新宿4-3-25オリックス新宿ビル10F　 03-5362-8511 (*4)
東京西支店 190-0012 東京都立川市曙町2丁目22番20号 042-528-5870 (*4)

㈱建設総合サービス 東京営業所 103-0027 東京都中央区日本橋三丁目８番１４号　新洋ビル5F 03-6848-5671 (*5)
横浜営業グループ 231-0014 横浜市中区常盤町4-54　りそな共栄社商事ビル3F 045-661-1083 ○
厚木オフィス 243-0018 厚木市中町3-11-18 ＭＹ厚木ビル6F 046-221-9311 ○

㈱建設経営サービス 神奈川営業所 231-8463 横浜市中区尾上町1-6 住友生命横浜関内ビル2F 045-633-9307
東京センチュリーリース㈱ 横浜支店 220-0004 横浜市西区北幸2-8-4 横浜西口KNビル 045-314-5661　 (*3)
オリックス㈱ 横浜支店 220-8121 横浜市西区みなとみらい2-2-1　横浜ランドマークタワー21F 045-225-6120 (*4)
㈱建設経営サービス 新潟営業所 950-0965 新潟市中央区新光町7-5 新潟県建設会館3F 025-285-7157
東京センチュリーリース㈱ 新潟支店 950-0088 新潟市中央区万代1-1-1　朝日生命新潟ビル 025-242-2767　 (*3)
オリックス㈱ 新潟支店 951-8068 新潟市中央区上大川前通6-1214-2　大同生命新潟ビル8F 025-227-4555 (*4)
㈱建設経営サービス 富山営業所 930-0094 富山市安住町3-14 富山県建設会館4F 076-433-7303
オリックス㈱ 富山支店 930-0007 富山市宝町1-3-10　明治安田生命富山ビル5F 076-444-6520 (*4)
㈱建設経営サービス 石川営業所 921-8036 金沢市弥生2-1-23 石川県建設総合センター3F 076-242-1285
オリックス㈱ 北陸支店 920-0853 金沢市本町1-5-2　リファーレ6F 076-262-6010 (*4)
東京センチュリーリース㈱ 北陸支店 920-0853 金沢市本町2-11-7　金沢フコク生命駅前ビル 076-265-8777　 (*3)
㈱建設経営サービス 福井営業所 910-0854 福井市御幸3-10-15 福井県建設会館3F 0776-28-5558
オリックス㈱ 福井支店 910-0005 福井市大手3丁目1番13号　大手門ビル3F 0776-21-8061 (*4)

山梨県 ㈱建設経営サービス 山梨営業所 400-0031 甲府市丸の内1-14-19 山梨県建設会館西別館2F 055-237-8104
㈱建設経営サービス 長野営業所 380-8537 長野市南石堂町1230-6 長建ビル4F 026-226-7506

長野支店 380-0823 長野市南千歳1丁目15番3　TSビル6F 026-225-0305 (*4)
松本支店 390-0811 松本市中央1丁目17番16号 松本中央ビル6Ｆ 0263-39-1101 (*4)

昭和リース㈱ 松本オフィス 390-0815 松本市深志2-5-2 県信松本深志ビル6F 0263-35-8682 ○
㈱建設経営サービス 岐阜営業所 500-8382 岐阜市藪田東1-2-2 岐阜県建設会館5F 058-273-6566
オリックス㈱ 岐阜支店 500-8856 岐阜市橋本町2-20　濃飛ビル8Ｆ 058-254-1550 (*4)
昭和リース㈱ 浜松オフィス 430-0928 浜松市中区板屋町110-5 浜松第一生命日通ビル9F 053-454-4871 ○
㈱建設経営サービス 静岡営業所 422-8067 静岡市駿河区南町18-1 サウスポット静岡15F 054-287-5803
東京センチュリーリース㈱ 静岡支店 420-0853 静岡市葵区追手町8-1　日土地静岡ビル 054-254-9651　 (*3)

静岡支店 420-0852 静岡市葵区紺屋町17番地の1 葵ﾀﾜｰ14階 054-254-7251 (*4)
浜松支店 430-7719 浜松市中区板屋町111-2 浜松アクトタワー19F 053-453-2127 (*4)
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昭和リース㈱ 名古屋営業部 460-0003 名古屋市中区錦2-15-22 りそな名古屋ビル7F 052-211-5271 ○
㈱建設経営サービス 愛知営業所 461-0008 名古屋市東区武平町5-1 名古屋栄ビルディング3F 052-962-3525
SMBCファイナンスサービス㈱ 名古屋支店 460-0003 名古屋市中区錦1丁目11番11号　名古屋インターシティ5階 052-202-1304
三菱ＵＦＪファクター㈱ 名古屋支社 460-0003 名古屋市中区錦三丁目20番27号 御幸ビルディング7階 052-203-4811 ○

東京センチュリーリース㈱
名古屋営業第一部
名古屋営業第二部

460-0008 名古屋市中区栄2-1-1 日土地名古屋ビル
052-220-0760
052-220-0750

(*3)

名古屋支店 460-0008 名古屋市中区栄2丁目3番1号　名古屋広小路ビルヂング18F 052-209-6300 (*4)
三河支店 444-0043 岡崎市唐沢町11番5号　第一生命・三井住友海上岡崎ビル3F 0564-26-5981 (*4)

㈱建設総合サービス 名古屋営業所 450-0002 名古屋市中村区名駅2丁目45番7号　松岡ビル5F　 052-561-0071 (*5)
㈱建設経営サービス 三重営業所 514-0003 津市桜橋2-177-2 三重県建設産業会館5F 059-226-5330
オリックス㈱ 三重支店 514-0004 津市栄町2丁目312番地　津第一生命ビルディング5Ｆ 059-226-1080 (*4)
㈱建設総合サービス 滋賀営業所 520-0801 大津市におの浜1丁目1番18号　滋賀県建設会館2F　 077-522-7034 (*5)
オリックス㈱ 滋賀支店 520-3031 栗東市綣（へそ）1-17-8　栗東シティビル5F 077-551-3300 (*4)
昭和リース㈱ 京都オフィス 604-8166 京都市中京区三条通烏丸西入御倉町85-1烏丸ビル3Ｆ 075-256-4371 ○
㈱建設総合サービス 京都営業所 604-0835 京都市中京区御池通高倉西入高宮町200 　千代田生命京都御池ビル3F　 075-222-0221 (*5)
東京センチュリーリース㈱ 京都支店 604-0847 京都市中京区烏丸通押小路上ル秋野々町535　日土地京都ビル 075-212-8831　 (*3)
オリックス㈱ 京都支店 600-8008 京都市下京区四条通烏丸東入長刀鉾町20番 四条烏丸ＦＴスクエア6F 075-223-0266 (*4)
みずほファクター㈱ 大阪支店 541-0042 大阪市中央区今橋4丁目2番1号ヒューリック大阪ビル9階 06-6222-5361 ○
昭和リース㈱ 大阪営業部 541-0047 大阪市中央区淡路町2-2-14 北浜グランドビル9F 06-4706-5786 ○

りそな決済サービス㈱
大阪支店
近畿大阪支店

541-0051 　 大阪市中央区備後町二丁目１番8号 備後町野村ビル７階 06-6222-7722 ○

SMBCファイナンスサービス㈱ 大阪支社 550-0012 大阪市西区立売堀4丁目2番21号　銀泉阿波座ビル 06-4390-2645 ○
三菱ＵＦＪファクター㈱ 大阪支社 541-0048 大阪市中央区瓦町2丁目1番1号 瓦町三信ビル9階 06-6208-0850 ○

東京センチュリーリース㈱
大阪営業第一部
大阪営業第二部

541-0053 大阪市中央区本町3-5-7 御堂筋本町ビル
06-6263-2502
06-6263-2680

(*3)

大阪本社 530-8245 大阪市北区梅田3-3-20　明治安田生命大阪梅田ビル 06-4799-5290 ○
南大阪支店 590-0947 堺市堺区熊野町西3丁目2番7号　ダイワビル8F 0722-23-0261 (*4)

㈱建設総合サービス 本社 550-0012　 大阪市西区立売堀2丁目1番2号　建設交流館内　 06-6543-2843 ○
東京センチュリーリース㈱ 神戸支店 650-0021 神戸市中央区三宮町2-5-1 三宮ハートビル 078-393-2881　 (*3)

神戸支店 651-0086 神戸市中央区磯上通8丁目3番5号　明治安田生命神戸ビル13F 078-291-0301 (*4)
姫路支店 670-0961 姫路市南畝町2丁目1番地　損保ジャパン姫路ビル7F 079-284-2555 (*4)

㈱建設総合サービス 兵庫営業所 651-0088 神戸市中央区小野柄通4丁目1番22号　アーバンエース三宮ビル6F　 078-291-8755 (*5)
オリックス㈱ 奈良支店 630-8115 奈良市大宮町6丁目2番19号　奈良東京海上日動ビルディング2Ｆ 0742-36-3011 (*4)
㈱建設総合サービス 奈良営業所 630-8227 奈良市林小路町8番地の1　ニッセイ奈良若草ﾋﾞﾙ4F　 0742-22-8093 (*5)
オリックス㈱ 和歌山支店 640-8341 和歌山市黒田84番地の1　阪和第一ビル5F 073-472-6133 (*4)
㈱建設総合サービス 和歌山営業所 640-8567 和歌山市西汀丁36番地　和歌山商工会議所5F　 073-433-0115 (*5)

鳥取県 ㈱建設総合サービス 鳥取営業所 680-0022 鳥取市西町2丁目310番地　鳥取県建設会館2F　 0857-23-3481 (*5)
オリックス㈱ 松江支店 690-0887 松江市殿町111番地　松江センチュリービル3F 0852-28-5101 (*4)
㈱建設総合サービス 島根営業所 690-0048 松江市西嫁島一丁目3番17号　島根県建設業会館2F　 0852-25-5252 (*5)
東京センチュリーリース㈱ 岡山支店 700-0826 岡山市北区磨屋町10-16　ニッセイ同和損保岡山ビル 086-222-2355　 (*3)
オリックス㈱ 岡山支店 700-0907 岡山市北区下石井2丁目1番18号　ORIX岡山下石井ビル8階 086-225-5875 (*4)
㈱建設総合サービス 岡山営業所 700-0827 岡山市北区平和町5番10号　岡山建設会館３Ｆ　 086-231-1251 (*5)
昭和リース㈱ 広島オフィス 730-0031 広島市中区紙屋町1-1-17 広島ＭＩＤビル11F 082-242-2460 ○
東京センチュリーリース㈱ 広島支店 730-0013 広島市中区八丁堀16-3　広島第一ビル 082-227-6651　 (*3)

広島支店 730-0017 広島市中区鉄砲町7番18号　東芝フコク生命ビル11Ｆ 082-228-3271 (*4)
福山支店 720-0811 福山市紅葉町1番1号　福山ちゅうぎんビル4F 084-926-6515 (*4)

㈱建設総合サービス 広島営業所 730-0037 広島市中区中町8番18号　広島クリスタルプラザ8F　 082-243-3343 (*5)
山口県 ㈱建設総合サービス 山口営業所 753-0074 山口市中央4丁目5番16号　山口県商工会館4F　 083-922-2043 (*5)
徳島県 ㈱建設総合サービス 徳島営業所 770-0931 徳島市富田浜2丁目10番地1　徳島県建設センター4F　 088-626-3223 (*5)

東京センチュリーリース㈱ 四国支店 760-0050 高松市亀井町2-1 朝日生命高松ビル 087-834-7021　 (*3)
オリックス㈱ 高松支店 760-0027 高松市紺屋町9番6　高松大同生命ビル6F 087-821-7155 (*4)
㈱建設総合サービス 香川営業所 760-0026 高松市磨屋町6番地4　香川県建設会館6F　 087-822-1611 (*5)
オリックス㈱ 松山支店 790-0001 松山市一番町3丁目3番地3　菅井ニッセイビル9F 089-947-1536 (*4)
㈱建設総合サービス 愛媛営業所 790-0001 松山市一番町3丁目3番地3　菅井ニッセイビル7F　 089-941-4660 (*5)
オリックス㈱ 高知支店 780-0834 高知市堺町2-26　高知中央第一生命ビル3F 088-822-3756 (*4)
㈱建設総合サービス 高知営業所 780-0870 高知市本町2丁目2番29号　畑山ビル4F　 088-822-6022 (*5)
昭和リース㈱ 福岡オフィス 810-0001 福岡市中央区天神2-8-30 福岡天神第一生命ビル3F 092-712-0051 ○

東京センチュリーリース㈱
福岡営業第一部
福岡営業第二部

810-0001 福岡市中央区天神1-13-6　日土地福岡ビル
092-688-9006
092-751-5188

(*3)

福岡支店 812-0011 福岡市博多区博多駅前4丁目4番15号　博多駅前H-44ビル 092-433-6821 (*4)
北九州支店 802-0001 北九州市小倉北区浅野2丁目14-2　小倉興産16号館8F 093-522-1160 (*4)

㈱建設総合サービス 福岡営業所 812-0013 福岡市博多区博多駅東3丁目14番18号　福岡建設会館4F　 092-441-1765 (*5)
佐賀県 ㈱建設総合サービス 佐賀営業所 840-0801 佐賀市駅前中央1丁目4番8号　太陽生命佐賀ビル4F　 0952-22-0335 (*5)

オリックス㈱ 長崎支店 850-0032 長崎市興善町6番5号　興善町イーストビル6F 095-823-6610 (*4)
㈱建設総合サービス 長崎営業所 850-0874 長崎市魚の町3番33号　長崎県建設総合会館1F　 095-824-5260 (*5)
オリックス㈱ 熊本支店 860-0012 熊本市紺屋今町9番地6　熊本紺屋今町ビル4F 096-326-0388 (*4)
㈱建設総合サービス 熊本営業所 862-0976 熊本市九品寺4丁目6番4号　熊本県建設会館3F　 096-364-1155 (*5)
オリックス㈱ 大分支店 870-0027 大分市末広町1丁目1番18号　ニッセイ大分駅前ビル11F 097-538-1580 (*4)
㈱建設総合サービス 大分営業所 870-0046 大分市荷揚町4番28号　大分県建設会館3F　 097-535-2070 (*5)
オリックス㈱ 宮崎支店 880-0812 宮崎市高千穂通2丁目5番36号　宮崎25ﾋﾞﾙ6F 0985-38-7076 (*4)
㈱建設総合サービス 宮崎営業所 880-0001 宮崎市橘通西2丁目4番20号　アクア宮崎ビル2F　 0985-24-5656 (*5)
東京センチュリーリース㈱ 福岡営業第二部鹿児島連絡所 892-0838 鹿児島市新屋敷町27-3 099-216-8050　 (*3)
オリックス㈱ 鹿児島支店 892-0847 鹿児島市西千石町11番25号　鹿児島フコク生命高見馬場ビル5F 099-225-0751 (*4)
㈱建設総合サービス 鹿児島営業所 890-8512 鹿児島市鴨池新町6番10号　鹿児島県建設センター4F　 099-257-2722 (*5)
オリックス㈱ 沖縄支店 900-0033 那覇市久米2-2-20　大同火災久米ビル7Ｆ 098-861-8720 (*4)
㈱建設総合サービス 沖縄営業所 901-2131 浦添市牧港5丁目6番8号　沖縄県建設会館3F　 098-876-1981 (*5)

平成22年８月１３日現在

*1：○がある窓口にて書類申込を受け付けております。

*2：北保証サービス㈱の各営業所では、パンフレット設置及び本社への取次業務のみを行っております。具体的なご相談は本社（札幌市）にお問い合わせ下さい。

　　電話は、北保証サービス㈱の関連会社北海道建設業信用保証㈱の各事務所と兼用です。

*3：東京センチュリーリース㈱の各支店では、パンフレット設置及び秋葉原本社への取次業務のみを行っております。 具体的なご相談は秋葉原本社（東京都千代田区）にお問い合わせ下さい。


*4：オリックス㈱の各支店では、パンフレット設置及び大阪本社への取次業務のみを行っております。 具体的なご相談は大阪本社までお問合せ下さい。

*5：㈱建設総合サービスの各営業所では、パンフレット設置及び本社への取次業務のみを行っております。具体的なご相談は本社（大阪市）にお問い合わせ下さい。

　　電話は、㈱建設総合サービスの関連会社西日本建設業保証㈱の各事務所と兼用です。
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