会社概要
社

創

名 株式会社 時事通信社

業 1945年11月1日

代 表 者 代表取締役社長 境 克彦

資 本 金 4億 9,500万円

本

社 員 数 871人

社 〒104- 8178
東京都中央区銀座 5-15- 8

事 業 所 国内61カ所、海外25カ所

国内支社・総支局・海外拠点
北海道
札幌

成田

011-241-2801

苫小牧 0144 -32-2877

岐阜

058 -262-9749

松江

0852-21-3594

さいたま 048 - 822-1525

津

059-228 -2853

山口

083-922- 0787

前橋

027-231-1120

富山

076 - 432- 6754

松山

089-921- 6101

0476 -32-5807

帯広

0155 -23-3820

釧路

宇都宮 028 - 622-1731

金沢

076 -221-3171

高松

087- 821- 6111

0154 -22-5763

旭川

水戸

029-221-3907

福井

0776 -57-1640

徳島

088 - 622-3166

0166 -24 -2266

つくば

029- 852- 6171

高知

088 - 872-1717

甲府

055 -224 -3121

関西

長野

026 -232-3230

東北

大阪

06 - 6231- 6341

九州・沖縄

京都

075 -221- 8445

福岡

神戸

078 -362-5606

北九州 093-521- 4631

仙台

022-223-2900

青森

017-776 -3155

秋田

018 - 823- 6591

新潟

盛岡

姫路

0792-23-3135

佐賀

0952-26 -3434

019- 622-2442

山形

中部

大津

077-522-3915

長崎

095 - 822-5680

023- 631-2157

福島

名古屋 052-231-2331

奈良

0742-22- 4511

熊本

096 -325 -5300

024 -531- 8351

豊橋

0532-55 -5711

和歌山 073- 422-5529

大分

097-534 -5500

岡崎

0564 -22-7450

宮崎

0985 -29-9111

静岡

054 -252-1823

中国・四国

浜松

053- 453- 4335

沼津

055 -963-5115

関東
横浜

045 - 681-3025

厚木

046 -200 -7124

千葉

043-224 -2011

中南信 0266 -52-1331

025 -246 - 8311

広島

082-221-9381

岡山

086 -222-7601

鳥取

0857-22-2800

092-741-2536

鹿児島 099-226 - 0565
那覇

098 - 867-1211

会 社 案 内
アジア

北京、上海、香港、台北、ソウル、バンコク、
ハノイ、マニラ、クアラルンプール、シンガポール、
ジャカルタ、ニューデリー

オセアニア

シドニー

CORPOR ATE PROFILE

中東・アフリカ カイロ、イスタンブール
ヨーロッパ

ロンドン、パリ、ベルリン、ブリュッセル、モスクワ

アメリカ

ニューヨーク、ワシントン、シリコンバレー、
ロサンゼルス、サンパウロ

関連団体・企業
一般社団法人 内外情勢調査会

株式会社 時事通信フォト

TEL 03-3546 -7040
http://www.naijyo.or.jp

TEL 03-3546 -3771
https://www.jijiphoto.jp

一般社団法人 地方行財政調査会

株式会社 時事総合研究所

TEL 03-3546 -1671
https://www.gyouzaisei.or.jp

TEL 03-3546 -2382

一般社団法人 中央調査社

時事通信ビル管理 株式会社

TEL. 03-3549-3121
https://www.crs.or.jp

TEL 03-3546 - 6602

株式会社 時事通信出版局
TEL 03-5565 -2152
https://bookpub.jiji.com/
本社（時事通信ビル）

〒104 - 8178 東京都中央区銀座5 -15 - 8
TEL 03- 6800 -1111 (代表) https://www.jiji.com

