
６４０-８５８０ 花王 (株) 和歌山工場,和歌山県,和歌山市,湊,１３３４

６４０-８５５１ (株) 淺川組,和歌山県,和歌山市,小松原通,３-６９-

６４０-８５０３ (株) 貴志,和歌山県,和歌山市,十三番丁,１２-

６４０-８６６８ (株) 紀陽銀行 向芝オフィス,和歌山県,和歌山市,中之島,２２４０-

６４０-８５６４ (株) ゴトウ洋服店,和歌山県,和歌山市,南桶屋町,７-

６４０-８５１５ (株) スズケン 和歌山支店,和歌山県,和歌山市,松島,３２３－１

６４０-８５２５ (株) 大黒,和歌山県,和歌山市,手平,３-８番４３号

６４０-８５３３ (株) テレビ和歌山,和歌山県,和歌山市,栄谷,１５１

６４０-８５０２ (株) 長崎屋 和歌山店,和歌山県,和歌山市,元寺町,５-５８

６４０-８５８９ (株) 日本教育書道研究会,和歌山県,和歌山市,雑賀屋町東ノ丁,３５-

６４０-８５７５ (株) 丸正,和歌山県,和歌山市,本町,２-１-

６４０-８５６５ (株) 山本種苗園,和歌山県,和歌山市,元博労町,３８

６４０-８５１２ (株) 雪印アクセス 和歌山支店,和歌山県,和歌山市,湊,５-１２番２３号

６４０-８５４６ (株) 和歌山近鉄百貨店,和歌山県,和歌山市,友田町,５-４６-

６４０-８５７７ (株) 和歌山放送,和歌山県,和歌山市,湊本町,３-３-

６４０-８５５７ (株) 和歌山リビング新聞社,和歌山県,和歌山市,小野町,１-１８-

６４０-８５４５ 社会福祉法人 和歌山県社会福祉協議会,和歌山県,和歌山市,手平,２-１番２号

６４０-８５６６ 社団法人 和歌山県 経済センター,和歌山県,和歌山市,西汀丁,２６

６４０-８５４０ 住友生命保険 相互会社 和歌山支社,和歌山県,和歌山市,本町,４-６１-

６４０-８５１６ 全国健康保険協会 和歌山支部,和歌山県,和歌山市,六番丁,５

６４０-８５６０ 千代田火災海上保険 (株) 和歌山支店,和歌山県,和歌山市,東蔵前丁,４-

６４０-８５３８ 東京医療保健大学 和歌山看護学部 雄湊キャンパス,和歌山県,和歌山市,東坂ノ上丁,３-

６４０-８５０８ 南海通信特機 (株),和歌山県,和歌山市,橋丁,２３-

６４０-８５１９ 西日本電信電話 (株) 和歌山支店,和歌山県,和歌山市,一番丁,５

６４０-８５５５ 日本製鉄 (株) 関西製鉄所,和歌山県,和歌山市,湊,１８５０-

６４０-８５５８ 日本赤十字社 和歌山医療センター,和歌山県,和歌山市,小松原通,４-２０

６４０-８５０９ 日本年金機構 和歌山事務センター,和歌山県,和歌山市,本町,１－４３

６４０-８５５６ 日本放送協会 和歌山放送局,和歌山県,和歌山市,吹上,２-３番４７号

６４０-８５７０ ニュース和歌山 (株),和歌山県,和歌山市,南中間町,２０-

６４０-８５５０ ノーリツプレシジョン (株),和歌山県,和歌山市,梅原,５７９－１

６４０-８５３５ パームシティ 和歌山店,和歌山県,和歌山市,中野,１－３１

６４０-８６８６ 三菱電機 (株) 冷熱システム製作所,和歌山県,和歌山市,手平,６-５番６６号

６４０-８５４４ 有限会社 ジェイ・ウィング,和歌山県,和歌山市,有家,５７－１５

６４０-８５０７ 和歌山刑務所,和歌山県,和歌山市,加納,３８３

６４０-８５２４ 和歌山県 警察本部交通センター,和歌山県,和歌山市,西,１-

６４０-８５３０ 和歌山県 社会保険診療報酬支払基金,和歌山県,和歌山市,吹上,２-５－１４

６４０-８５１３ 和歌山県 赤十字血液センター,和歌山県,和歌山市,栄谷,１５３

６４０-８５０１ 和歌山県農業協同組合中央会,和歌山県,和歌山市,美園町,５-１－１

６４０-８５０１ 和歌山県信用農業協同組合連合会,和歌山県,和歌山市,美園町,５-１－１

６４０-８５０１ 和歌山県共済農業協同組合連合会,和歌山県,和歌山市,美園町,５-１－１

６４０-８５０１ 和歌山県農業協同組合連合会,和歌山県,和歌山市,美園町,５-１－１

６４０-８５１４ 和歌山県医師会,和歌山県,和歌山市,小松原通,１-１県民文化会館

６４０-８５３６ 和歌山市 選挙管理委員会事務局,和歌山県,和歌山市,西汀丁,３６-

６４０-８５１１ 和歌山市役所,和歌山県,和歌山市,七番丁,２３-

６４０-８５６７ 和歌山商工会議所,和歌山県,和歌山市,西汀丁,３６

６４０-８５２０ 和歌山税務署,和歌山県,和歌山市,二番丁,３和歌山地方合同庁舎

６４０-８５１０ 和歌山大学,和歌山県,和歌山市,栄谷,９３０

６４０-８７８７ 和歌山地域センター,和歌山県,和歌山市,美園町,４-９０

６４０-８５８６ 和歌山地方検察庁,和歌山県,和歌山市,二番丁,３-

６４０-８５５２ 和歌山地方法務局,和歌山県,和歌山市,二番丁,３

６４０-８５４１ 和歌山東年金事務所,和歌山県,和歌山市,太田,３-３－９

６４０-８５８２ 和歌山労働基準監督署,和歌山県,和歌山市,黒田,４８

６４０-８５８１ 和歌山労働局,和歌山県,和歌山市,黒田,４８

６４０-８５０５ 独立行政法人 労働者健康福祉機構 和歌山労災病院,和歌山県,和歌山市,古屋,４３５

６４０-８５８５ 和歌山県庁,和歌山県,和歌山市,小松原通,１-１

６４０-８５８８ 和歌山県警察本部,和歌山県,和歌山市,小松原通,１-１

６４０-８６５６ (株) 紀陽銀行,和歌山県,和歌山市,本町,１-３５-

６４０-８６５９ (株) 和歌山銀行,和歌山県,和歌山市,七番丁,２４-

６４０-８６５５ きのくに信用金庫,和歌山県,和歌山市,本町,２-３８

６４０-８６５３ 商工組合中央金庫 和歌山支店,和歌山県,和歌山市,本町,３-２７

６４０-８６５２ 泉州銀行 和歌山支店,和歌山県,和歌山市,美園町,５-１－３

６４０-８６５１ 大和証券 (株) 和歌山支店,和歌山県,和歌山市,本町,１-４７

６４０-８６５４ 東洋信託銀行 和歌山支店,和歌山県,和歌山市,十番丁,１５

６４０-８６６６ 日本生命保険 相互会社 和歌山支社,和歌山県,和歌山市,八番丁,１１

６４０-８６５７ 農林中央金庫 和歌山事務所,和歌山県,和歌山市,六番丁,２４-

６４０-８６８７ 野村證券 (株) 和歌山支店,和歌山県,和歌山市,十番丁,９－２

６４１-８７７０ エフエム和歌山,和歌山県,和歌山市,塩屋,５-５－４３

６４１-８５０１ (株) オークワ本社,和歌山県,和歌山市,中島,１８５－３

６４１-８５１１ (株) 島精機製作所,和歌山県,和歌山市,坂田,８５

６４１-８５０９ 公立大学法人 和歌山県立 医科大学,和歌山県,和歌山市,紀三井寺,８１１－１

６４１-８５０８ ｈｉ－ｈｏインフォメーションデスク,和歌山県,和歌山市,毛見,１５２０

６４１-８５１０ 和歌山県立 医科大学付属病院,和歌山県,和歌山市,紀三井寺,８１１－１

６４０-１１９６ (株) クロシオ,和歌山県,海南市,椋木,１１９-の２

６４２-８５０１ 海南市役所,和歌山県,海南市,南赤坂,１１

６４９-０１９２ 海南市 下津行政局,和歌山県,海南市,下津町丸田,２１７－１

６４８-８５４１ 伊都県事務所,和歌山県,橋本市,市脇,４-５－８

６４８-８５８５ 橋本市役所,和歌山県,橋本市,東家,１-１－１

６４４-８６５５ 国保日高総合病院,和歌山県,御坊市,薗,１１６－２

６４４-８６８６ 御坊市役所,和歌山県,御坊市,薗,３５０

６４６-８５４４ 大阪松下ライフエレクトロニクス (株),和歌山県,田辺市,元町,６４２－１

６４６-８５０１ 紀伊田辺簡易保険保養センター,和歌山県,田辺市,元町,２４２８

６４６-８６６０ 紀伊民報社,和歌山県,田辺市,秋津町,１００

６４６-８５８８ 社会保険紀南病院,和歌山県,田辺市,新庄町,４６-の７０

６４６-８５４５ 田辺市役所,和歌山県,田辺市,新屋敷町,１

６４６-８５１１ 田辺労働基準監督署,和歌山県,田辺市,芳養町,字浜田３９８１－３２８

６４６-８５５８ 独立行政法人 国立病院機構 南和歌山医療センター,

６４６-８５５８ 和歌山県,田辺市,たきない町,１－２７

６４６-８５８０ 西牟婁振興局,和歌山県,田辺市,朝日ケ丘,１－２３
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６４６-８５８５ 日本電信電話 (株) 田辺支店,和歌山県,田辺市,上屋敷町,１－３１

６４６-８５５０ 丸惣食品,和歌山県,田辺市,元町,５５

６４６-０２９２ 中田食品 (株)・(株) ナカタ,和歌山県,田辺市,下三栖,１４７５

６４６-１１９２ 田辺市 大塔行政局,和歌山県,田辺市,鮎川,２５６７

６４６-１４９２ 田辺市 中辺路行政局,和歌山県,田辺市,中辺路町栗栖川,３６１－１

６４７-１７９２ 田辺市 本宮行政局,和歌山県,田辺市,本宮町本宮,２１９

６４７-８５５５ 新宮市役所,和歌山県,新宮市,春日,１番１号

６４７-８５５１ 東牟婁振興局,和歌山県,新宮市,緑ケ丘,２-４番８号

６４７-１２９４ 新宮市役所 熊野川行政局,和歌山県,新宮市,熊野川町日足,３２４-

６４０-０４９２ 紀の川市 貴志川支所,和歌山県,紀の川市,貴志川町神戸,３３１

６４９-６１９２ 紀の川市 桃山支所,和歌山県,紀の川市,桃山町元,３８１

６４９-６４９２ 紀の川市役所,和歌山県,紀の川市,西大井,３３８

６４９-６４９４ 紀の里 農業協同組合,和歌山県,紀の川市,上野,１２－５

６４９-６４９３ 近畿大学 生物理工学部,和歌山県,紀の川市,西三谷,９３０

６４９-６５９３ 紀の川市役所 粉河支所,和歌山県,紀の川市,粉河,４１２

６４９-６５９５ 粉河高等学校,和歌山県,紀の川市,粉河,４６３２

６４９-６５９２ 粉河税務署,和歌山県,紀の川市,粉河,８０７

６４９-６６９２ 紀の川市役所 那賀支所,和歌山県,紀の川市,名手市場,１４６－４

６４９-６２９２ 岩出市役所,和歌山県,岩出市,西野,２０９

６４０-１１９２ 紀美野町役場,和歌山県,海草郡紀美野町,動木,２８７-

６４９-７１９２ かつらぎ町役場,和歌山県,伊都郡かつらぎ町,大字丁ノ町,２１６０

６４９-７１９４ 築野食品工業 (株),和歌山県,伊都郡かつらぎ町,大字新田,９４

６４９-７１９５ 溝端紙工印刷 (株),和歌山県,伊都郡かつらぎ町,大字妙寺,４６４）

６４８-０１９８ 九度山町役場,和歌山県,伊都郡九度山町,大字九度山,１１９０

６４８-０２８０ 学校法人 高野山学園 高野山大学,和歌山県,伊都郡高野町,大字高野山,３８５

６４８-０２８５ 高野山苅萱堂 密厳院,和歌山県,伊都郡高野町,大字高野山,４７８

６４８-０２８８ 高野山高等学校,和歌山県,伊都郡高野町,大字高野山,２１２

６４８-０２８４ 高野山不動院,和歌山県,伊都郡高野町,大字高野山,４５６

６４８-０２８１ 高野町役場,和歌山県,伊都郡高野町,大字高野山,６３６

６４８-０２８９ 西禅院,和歌山県,伊都郡高野町,大字高野山,１５４

６４８-０２８７ 西南院,和歌山県,伊都郡高野町,大字高野山,２４９

６４８-０２８２ 宗教法人 宿坊大円院,和歌山県,伊都郡高野町,大字高野山,５９４

６４８-０２９２ 正智院,和歌山県,伊都郡高野町,大字高野山,１５９

６４８-０２８３ 持明院,和歌山県,伊都郡高野町,大字高野山,４５５

６４８-０２９６ 総持院,和歌山県,伊都郡高野町,大字高野山,１４３

６４８-０２９４ 総本山金剛峯寺,和歌山県,伊都郡高野町,大字高野山,１３２

６４８-０２９５ 大師陀羅尼製薬,和歌山県,伊都郡高野町,大字高野山,２５８

６４８-０２９３ 普賢院,和歌山県,伊都郡高野町,大字高野山,６０５

６４８-０２９７ 遍照尊院,和歌山県,伊都郡高野町,大字高野山,３０３

６４８-０２９８ 宝善院,和歌山県,伊都郡高野町,大字高野山,５６８

６４８-０２８６ 竜泉院,和歌山県,伊都郡高野町,大字高野山,６４７

６４３-８５０１ 海南高原被害者の会,和歌山県,有田郡有田川町,大字大谷,１１４-

６４５-８５１１ 河本食品 (株),和歌山県,日高郡みなべ町,気佐藤,３６７－１

６４５-８５０１ 紀州南部ロイヤルホテル,和歌山県,日高郡みなべ町,山内,字大目津泊り３４８

６４４-１２９２ 日高川町役場 美山支所,和歌山県,日高郡日高川町,大字川原河,２０２

６４９-２１９２ 上富田町役場,和歌山県,西牟婁郡上富田町,朝来,７６３

６４９-２１９５ 熊野高等学校,和歌山県,西牟婁郡上富田町,朝来,６７０

６４９-２１９３ 有限会社 紀の里食品,和歌山県,西牟婁郡上富田町,岩田,４５４

６４９-２１９８ 有限会社 深見梅店,和歌山県,西牟婁郡上富田町,岩田, 1-８３

６４９-３５９２ 串本町役場,和歌山県,東牟婁郡串本町,串本,１８００

６４９-４１９２ 串本町役場 古座分庁舎,和歌山県,東牟婁郡串本町,西向,３５９-




