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（10か所） （2か所）

その他の地区の部局等所在地

海外オフィス ブランチオフィス

教育研究施設

部　局　等 所　在　地 電　話　番　号
農学研究院附属遺伝子資源開発研究センター 〒812‐0061 福岡市東区筥松4‐17‐1 ☎ 092‐621‐4991

国際交流会館 留学生会館 〒813‐0016 福岡市東区香椎浜4‐5‐7 ☎ 092‐681‐3061
井尻留学生会館 〒811‐1302 福岡市南区井尻2‐36‐40 ☎ 092‐573‐4946

西新プラザ 〒814‐0002 福岡市早良区西新2‐16‐23 ☎ 092‐831‐8104
大橋サテライト 〒815‐0033 福岡市南区大橋1‐3‐27 ☎ 092‐554‐3875
農学部附属演習林（早良実習場） 〒819‐0055 福岡市西区生の松原1‐23‐2 ☎ 092‐881‐0216
農学部附属農場 〒811‐2307 福岡県糟屋郡粕屋町大字原町111 ☎ 092‐612‐2862
農学部附属演習林（福岡演習林） 〒811‐2415 福岡県糟屋郡篠栗町津波黒394 ☎ 092‐948‐3101
薬学府附属薬用植物園 〒811‐2415 福岡県糟屋郡篠栗町津波黒394 ☎ 092‐947‐0089
生物資源環境科学府附属水産実験所 〒811‐3304 福岡県福津市津屋崎4‐46‐24 ☎ 0940‐52‐0163
シンクロトロン光利用研究センター 〒841‐0005 佐賀県鳥栖市弥生が丘8‐7 ☎ 0942‐85‐5175
理学研究院附属地震火山観測研究センター 〒855‐0843 長崎県島原市新山2‐5643‐29 ☎ 0957‐62‐6621
理学部附属天草臨海実験所 〒863‐2507 熊本県天草郡苓北町富岡2231 ☎ 0969‐35‐0003
九州地区国立大学九重共同研修所 〒879‐4912 大分県玖珠郡九重町大字湯坪字八丁原600‐1 ☎ 0973‐79‐2617
九重研修所（山の家） 〒879‐4912 大分県玖珠郡九重町大字湯坪字八丁原600‐1 ☎ 0973‐79‐2617
農学部附属農場（高原農業実験実習場） 〒878‐0201 大分県竹田市久住町大字久住4045‐4 ☎ 0974‐76‐1377
農学部附属演習林（宮崎演習林） 〒883‐0402 宮崎県東臼杵郡椎葉村大河内949 ☎ 0983‐38‐1116
農学研究院附属遺伝子資源開発研究センター
指宿試験地 〒891‐0404 鹿児島県指宿市東方8886 ☎ 0993‐22‐2471

農学部附属演習林（北海道演習林） 〒089‐3705 北海道足寄郡足寄町北5条1‐85 ☎ 0156‐25‐2608

東京オフィス 〒100‐0006 東京都千代田区有楽町1‐10‐1
有楽町ビル6階605‐606区 ☎ 03‐3211‐8825

大阪オフィス 〒530‐0001 大阪府大阪市北区梅田1‐3‐1‐600
大阪駅前第1ビル6階1‐117号 ☎ 06‐4797‐6280

博多駅オフィス 〒812‐0012 福岡市博多区博多駅中央街1‐1
JR博多シティ10階 ☎ 092‐409‐6891

産学官連携イノベーションプラザ 〒814‐0001  福岡市早良区百道浜3‐8‐34 ☎ 092‐832‐2120

所　在　地
ロンドンオフィス ロンドン／英国
カリフォルニアオフィス サンノゼ／米国
ミュンヘンオフィス ミュンヘン／ドイツ
ソウルオフィス ソウル／韓国
北京事務所 北京／中国
ワシントンD.C.オフィス ワシントンD.C.／米国
カイロオフィス カイロ／エジプト
ハノイオフィス ハノイ／ベトナム
バンコクオフィス バンコク／タイ
台北オフィス 台北／台湾

所　在　地

ガジャマダ大学内
ブランチオフィス ジョグジャカルタ／インドネシア

マヒドン大学内
ブランチオフィス バンコク／タイ

地区 名　称 構　造 面積（㎡） 備　　考

伊都

最先端有機光エレクトロニクス研究棟 RC4 2,440 事務室，研究員室，実験室，レンタルラボ，オープンカフェ，リフレッシュコーナー等
次世代燃料電池産学連携研究施設 SRC4 3,428 研究室，実験室，セミナー室等
カーボンニュートラル・エネルギー
国際研究所施設 SRC4 4,873 研究室，実験室，ラウンジ，会議室等

工学系総合実験棟 RC3 1,961 研究室，実験室，スタッフルーム，リフレッシュルーム，ミーティングコーナー等

箱崎

産学連携棟Ⅰ
「アントレプレナ－シップセンター」 S3 1,999 事務室, 研究室等

リセウム悠遠 S2 769 コンピュータ室, ゼミ室, 研究室, 実験室等
産学連携棟Ⅱ「創造パビリオン」 S2 546 インキュベータ室, セミナー室, ゼミナール室

病院

コラボステーションⅠ RC9 5,123 セミナールーム, 講義室, ラウンジ, 共同実験室, スタッフルーム, 
データ解析室, リフレッシュコーナー等

コラボステーションⅡ RC7 8,130 コミュニティラウンジ, セミナー室, 情報サロン, 共同実験室, 研究室, 
レンタルラボ, レンタルオフィス等

総合研究棟（病院地区） SRC9 12,054 講義室，セミナー室，リフレッシュコーナー，共同研究室，共同実験室等

筑紫 産学連携センター RC3
RC6

1,999
3,600

レンタルラボ，会議室（大会議室，小会議室），研修室，ミーティングルーム，
情報資料コーナー，交流コーナー，技術相談室，リフレッシュスペース，ラウンジ

総合研究棟（筑紫地区） SRC7 8,924 リフレッシュ交流コーナー，実験室，研究室等
大橋 総合研究棟（大橋地区） RC4-1 1,030 研究室，マルチデジタルデザイン室，多次元キャプチャ室等
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諸施設21
21世紀交流プラザ

サークル共用施設

学内・学外合宿施設

国際ホール・同窓会館

キャンパスライフ・健康支援センター

九州地区国立大学九重共同研修所

学生寄宿舎等

課外活動施設

地　区 名　称 構　造 面積（㎡） 備　　考

箱　崎
箱崎文系地区21世紀交流プラザ S2 641 交流ラウンジ, ２１世紀プログラム学生控室, 共通講義室

ヤングリーダーズプログラム学生学習室, 研究室等
箱崎理系地区21世紀交流プラザⅠ S2 595 交流ラウンジ, 講義室A・B, ITサロンA・B, 多目的ホール
箱崎理系地区21世紀交流プラザⅡ S2 600 交流ラウンジ, 講義室１・２, 共通セミナー室等

伊　都
課外活動施設Ⅰ RC4 1,214

学内サークル練習室等

課外活動施設Ⅱ RC3 4,089
学生支援施設 S3 1,625

箱　崎 課外活動共用施設 RC3 2,174

病　院 医学部サークル棟A・B S1 480
歯学部学生サークル棟 S2 210

大　橋 サークル共用施設 RC2 364

地　区 名　称 構　造 面積（㎡） 利　　用　　者
箱　崎 研修センター RC3 529 主に体育系サークル

九　重 九重研修所（山の家） W1 397 九州大学学生, 教職員，元教職員，九州大学同窓会連合会に加入して
いる同窓会会員である卒業生，九大会員，九州大学学生後援会会員

箱　崎 国際ホール RC1 393 大会議室, ロビー, 準備室
病　院 同窓会館 RC3,1 1,049 大・小会議室, 多目的室, 附属小講堂

伊　都 伊都地区　健康相談室 RC9-1 191 ウエスト4号館3階の一部,ウエスト3号館3階の一部
RC2-1 291 ビッグさんど2階の一部

箱　崎 箱崎地区　健康相談室 RC1 325
病　院 病院地区　健康相談室 RC-2 293 歯学臨床研究棟・医系管理棟の1階一部
筑　紫 筑紫地区　健康相談室 RC2 1,606
大　橋 大橋地区　健康相談室 RC4 299 厚生施設棟の2階一部

九　重
宿泊棟 RC3 1,166

収容定員80人（宿泊棟）
九州地区国立大学学生, 教職員体育館 RC1 880

研修棟 RC2 704

地　区 名　称 構　造 面積（㎡） 備　　考

伊　都

ドミトリーⅠ RC10 5,569 単身室254（うち留学生126）
ドミトリーⅡ RC10 7,158 単身室248（うち留学生等38），留学生等シェア・夫婦室（２人部屋）26 
ドミトリーⅢ RC5 2,600 ルームシェア型（4人部屋）34ユニット（うち留学生半数）
伊都協奏館 RC9 14,521 単身室551（うち留学生半数），留学生夫婦室30
伊都ゲストハウス W3 2,112 単身室27，夫婦室4，家族室2 

箱　崎 松原寮 RC3,4 4,445 男子のみ300人収容（うち留学生30人）
貝塚寮 RC4 1,332 女子のみ78人収容（うち留学生8人）

病　院 外国人研究員等宿泊施設 RC5 1,003 単身室14，夫婦室3, 家族室2

大　橋 井尻寮 RC4 2,515 男子のみ110人収容（うち留学生5人）
井尻留学生会館 RC5 1,633 単身室65（うち留学生59，外国人研究者6）

香　椎 国際交流
会　　館

留学生会館 RC5 6,765 単身室140，夫婦室30，家族室43
インターナショナルレジデンス RC3,8 2,405 単身室70（うち留学生43，外国人研究者27）

地　区 施　　設　　内　　容
伊　都 総合体育館, 陸上競技場, 弓道場, テニスコート11面, 野球場，多目的グラウンド，課外活動施設等

箱　崎 中央体育館，陸上競技場，野球場，洋弓場，弓道場，テニスコート16面，プール（25m），第三学生集会所（三畏閣），
松涛錬成場，学生各部控室等

病　院 体育館，運動場, 弓道場, テニスコート11面, 合宿室, サークル共用室等
筑　紫 運動場, テニスコート4面等
大　橋 体育館, 運動場, テニスコート2面, 合宿室, サークル共用室等
その他 ヨット艇庫（東区西戸崎）, ボート艇庫（東区名島）, 馬場（糟屋郡粕屋町）
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