
土地・建物	 	 （平成28年5月1日現在）

区　　分 土　地(㎡)
建　　物(㎡)

備　　考
建面積 延面積

伊都地区 2,717,130 114,768 375,916 

工学部･学府･研究院，システム情報科学府・研究院， 
統合新領域学府，理学部･学府･研究院，基幹教育院，
地球社会統合科学府･比較社会文化研究院，言語文化研究院，
数理学研究院，カーボンニュートラル･エネルギー国際研究所，
次世代燃料電池産学連携研究センター，大学本部，
マス・フォア・インダストリ研究所, システム生命科学府

箱
崎
地
区

本部

453,795 

44,793 121,414 箱崎地区理･工学系跡施設，保存図書館，留学生センター，
情報基盤研究開発センター，統合新領域学府を含む

図書館 3,405 13,852 
文･教育･法･
経済学部 15,856 38,866 

農学部 16,653 44,505 キャンパスライフ・健康支援センター(箱崎分室)を含む
その他 6,316 18,613 旧研究所，学生寮，学生集会所，宿舎等

小　計 453,795 87,023 237,250 
病院地区 311,239 83,100 339,420 医･歯･薬学部･学府･研究院，生体防御医学研究所，九州大学病院

筑紫地区 257,334 31,838 81,242 総合理工学府･研究院，応用力学研究所，先導物質化学研究所，
キャンパスライフ・健康支援センター

大橋地区 63,058 15,238 47,570 芸術工学部･学府･研究院，井尻学生寄宿舎，国際交流会館， 
弥永宿舎

別府地区 100,217 7,812 17,572 九州大学病院，宿舎等
計 3,902,773 339,779 1,098,970 

そ
の
他

農学部附属農場 392,708 10,783 11,327 高原農業実験実習場を含む
福岡演習林 4,638,364 2,514 3,415 
早良実習場 324,749 87 87 
宮崎演習林 29,161,473 1,346 1,870 人吉試験地及び宿舎を含む
北海道演習林 37,133,933 1,358 2,092 北海道演習林宿舎を含む
その他 257,165 17,124 48,275 
合　計 75,811,165 372,991 1,166,036 

その他の地区の部局等所在地
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 ☎ 0942‐83‐5175
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鶴ヶ笹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

海外オフィス　（9カ所）　　　　　　　　　　　　	 ブランチオフィス　（2カ所）
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
台北オフィス 台北／台湾

教育研究施設
地区 名　称 構　造 面積（㎡） 備　　考

伊都

共進化社会システムイノベーション
施設 RC3  7,742 事務室，研究室，実験室，ミーティングルーム等

次世代燃料電池産学連携研究施設 SRC4-1  3,991 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 第1研究棟 SRC4-1  5,568 研究室，実験室，ラウンジ，ミーティングルーム等

カーボンニュートラル・エネルギー 
国際研究所 第2研究棟 RC4  5,014 研究室，実験室，ラウンジ，ミーティングルーム等

工学系総合研究棟
（コラボ・スペース） 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

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
百道浜 産学官連携イノベーションプラザ RC4  2,906 事務室，レンタルラボ，会議室等

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
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