
６９０-８５５０ カナツ技建工業 (株),島根県,松江市,春日町,６３６

６９０-８５５５ (株) 一畑百貨店,島根県,松江市,朝日町,６６１

６９０-８５０８ (株) エフエム山陰,島根県,松江市,学園南,１-２番１号

６９０-８５３９ (株) 山陰合同銀行 クレジットカードセンター,島根県,松江市,,白潟本町２３

６９０-８５８０ (株) 山陰合同銀行 事務センター,島根県,松江市,袖師町,６－１０

６９０-８５３０ (株) マイカル松江サティ,島根県,松江市,東朝日町,１５１

６９０-８５５８ (株) ユニコン,島根県,松江市,東朝日町,２９

６９０-８５１７ 学校法人 淞南学園,島根県,松江市,大庭町,１７９４－２

６９０-８５６７ 協同組合 島根県鐵工会,島根県,松江市,西津田,１-９－５０

６９０-８５２８ 県立松江工業高等学校,島根県,松江市,古志原,４-１－１０

６９０-８５２５ 県立松江商業高等学校,島根県,松江市,浜乃木,８-１－１

６９０-８５０７ 県立松江農林高等学校,島根県,松江市,乃木福富町,５１

６９０-８５１９ 県立松江南高等学校,島根県,松江市,八雲台,１-１－１

６９０-８５５６ 国立療養所 松江病院,島根県,松江市,上乃木,５-８－３１

６９０-８６６６ 山陰中央テレビジョン放送 (株),島根県,松江市,向島町,１４０－１

６９０-８５０２ 島根県 教育委員会,島根県,松江市,殿町,１

６９０-８５１０ 島根県 警察本部,島根県,松江市,殿町,８－１

６９０-８５３３ 島根県 社会保険診療報酬支払基金,島根県,松江市,北田町, 1-３３

６９０-８５０３ 島根県 信用保証協会,島根県,松江市,殿町,１０５

６９０-８５５１ 島根県 東部県民センター,島根県,松江市,東津田町,１７４１－１

６９０-８５３５ 島根県医師会,島根県,松江市,袖師町,１－３１

６９０-８５０１ 島根県庁,島根県,松江市,殿町,１

６９０-８５０４ 島根大学,島根県,松江市,西川津町,１０６０

６９０-８７９４ 島根地域センター,島根県,松江市,御手船場町,５４９－１

６９０-８５３１ 全国健康保険協会 島根支部,島根県,松江市,殿町,３８３

６９０-８６７０ 全逓島根地区本部,島根県,松江市,東朝日町,１３８

６９０-８５６０ 全労済島根県本部,島根県,松江市,伊勢宮町,５４３－３

６９０-８５３２ 中国電力 (株) 山陰電力所,島根県,松江市,母衣町,１１５-

６９０-８５１４ 中国電力 (株) 島根支社,島根県,松江市,母衣町,１１５

６９０-８５１５ 中国電力 (株) 松江営業所,島根県,松江市,東朝日町,５－１

６９０-８５１６ 中国労働金庫 島根県営業本部,島根県,松江市,御手船場町,５４９－４

６９０-８５２６ 東京海上日動火災保険 (株),島根県,松江市,御手船場町,５６５－８

６９０-８５２０ 西日本電信電話 (株) 島根支店,島根県,松江市,東朝日町,１０２

６９０-８５３６ 日本年金機構 島根事務センター,島根県,松江市,向島町,１３４番１０

６９０-８５１１ 日本年金機構 松江年金事務所,島根県,松江市,東朝日町,１０７

６９０-８５５３ 日本銀行 松江支店,島根県,松江市,母衣町,3-５５

６９０-８５７７ 日本通運 (株) 松江支店,島根県,松江市,平成町,１８２－９

６９０-８５２７ パナソニックエレクトロニックデバイス松江 (株）,島根県,松江市,乃木福富町,３６９

６９０-８５８８ フジキ 学園通り店,島根県,松江市,学園,２-２３番２５号

６９０-８５１２ 松江警察署,島根県,松江市,袖師町,５－１０

６９０-８５５４ 松江刑務所,島根県,松江市,西川津町,６７

６９０-８５１８ 松江工業高等専門学校,島根県,松江市,西生馬町,４－１４

６９０-８５２１ 松江市消防本部,島根県,松江市,学園南,１-１７－３

６９０-８５４０ 松江市役所,島根県,松江市,末次町,８６

６９０-８５０９ 松江市立病院,島根県,松江市,乃白町, 1-３２

６９０-８５２２ 松江生協病院,島根県,松江市,西津田,８-８－８

６９０-８５０６ 松江赤十字病院,島根県,松江市,母衣町,２００

６９０-８５０５ 松江税務署,島根県,松江市,向島町,１３４－１０

６９０-８５２３ 松江地方裁判所,島根県,松江市,母衣町,６８

６９０-８５１３ 松江土建 (株),島根県,松江市,学園南,二-３番５号

６９０-８５５２ 松江保健生活協同組合,島根県,松江市,西津田,８-８－１０

６９０-０３９３ 中国電力 (株) 島根原子力発電所,島根県,松江市,鹿島町片句,６５４－１

６９０-０３９６ 松江市役所 鹿島支所,島根県,松江市,鹿島町佐陀本郷,６４０－１

６９０-１４９２ 有限会社 日本庭園 由志園,島根県,松江市,八束町波入,１２６０－２

６９０-２１９８ 小松電機産業 (株),島根県,松江市,八雲町東岩坂,１８０

６９０-２１９２ 松江市役所 八雲支所,島根県,松江市,八雲町西岩坂,３１６

６９０-８６８６ (株) 山陰合同銀行,島根県,松江市,魚町,１０

６９０-８６６８ (株) 山陰中央新報社,島根県,松江市,殿町,３８３

６９０-８６８８ (株) 島根銀行,島根県,松江市,東本町,２-３５

６９０-８６１１ (株) 千茶荘,島根県,松江市,矢田町,２５０－９８

６９０-８６７７ 山陰総合リース,島根県,松江市,白潟本町,６３

６９０-８６６０ 島根県信用農業協同組合連合会,島根県,松江市,殿町,１９－１

６９０-８６０１ 日本放送協会 松江放送局,島根県,松江市,灘町,１－２１

６９９-０４９２ 島根県立 宍道高等学校,島根県,松江市,宍道町宍道,１５８６-

６９９-０１９２ 東出雲町役場,島根県,松江市,東出雲町揖屋,１１４２

６９９-０１９３ フジキコーポレーション (株),島根県,松江市,東出雲町意宇南,２-１－１

６９９-０１９５ 三菱農機 (株),島根県,松江市,東出雲町揖屋,６６７－１

６９９-０２９３ 独立行政法人 地域医療機能推進機構 玉造病院,島根県,松江市,玉湯町湯町,１－２

６９９-０２９２ 松江市役所 玉湯支所,島根県,松江市,玉湯町湯町,１７９３

６９９-０４９６ (株) 原商,島根県,松江市,宍道町白石,10-８１

６９７-８５８５ ＮＴＴ西日本電信電話 (株) 島根西支店 (株） ＮＴＴネオメイト 中国浜田営業所,

６９７-８５８５ 島根県,浜田市,殿町,２

６９７-８７８９ 島根県立 浜田高等学校 定時制・通信制課程,島根県,浜田市,黒川町,5-４９

６９７-８６８６ 浜田 税務署,島根県,浜田市,殿町,７９番８（浜田郵便局私書箱第１７号）

６９７-８５１１ 浜田医療センター,島根県,浜田市,浅井町,７７７－１２

６９７-８５１２ 浜田医療センター附属看護学校,島根県,浜田市,浅井町,７７７－１２

６９７-８５０１ 浜田市,島根県,浜田市,殿町,１

６９７-０４９２ 島根あさひ社会復帰促進センター,島根県,浜田市,旭町丸原,３８０－１５

６９１-８６０１ 出雲市役所 平田支所,島根県,出雲市,平田町,９５１－１

６９１-８６０２ (株) ソノ,島根県,出雲市,東福町,2-８４

６９３-８６８６ 出雲 税務署,島根県,出雲市,塩冶善行町,１３-３（出雲郵便局私書箱第４号）

６９３-８５３１ 出雲市教育委員会,島根県,出雲市,今市町,７０

６９３-８５３０ 出雲市役所,島根県,出雲市,今市町,７０

６９３-８５１１ 出雲総務事務所,島根県,出雲市,大津町,１１３９

６９３-８５８７ いずも農業 協同組合 ラピタ,島根県,出雲市,今市町,８７

６９３-８５６６ (株) 一畑百貨店,島根県,出雲市,駅北町,４－１

６９３-８６０１ (株) 山陰合同銀行 出雲支店,島根県,出雲市,今市町,５５４－１

６９３-８５８５ 島根県農業協同組合 出雲地区本部,島根県,出雲市,今市町,１０６-１
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６９３-８５５０ 島根県立 看護短期大学,島根県,出雲市,西林木町,１５１

６９３-８５５５ 島根県立 中央病院,島根県,出雲市,姫原,４-１－１

６９３-８５０１ 島根大学 医学部,島根県,出雲市,塩冶町, 1-８９

６９３-８６１４ 島根中央信用金庫,島根県,出雲市,今市町,２５２-１

６９３-８５１０ 中国電力 (株) 出雲営業所,島根県,出雲市,小山町,２２５

６９３-８５３３ 中国電力 (株) 出雲電力所,島根県,出雲市,渡橋町,１１２７－１

６９３-８５２３ 松江地方裁判所 出雲支部,島根県,出雲市,今市町,７９７－２

６９９-０５９２ 出雲市役所 斐川支所,島根県,出雲市,斐川町荘原,２１７２

６９９-０５８８ 一般社団法人 日本アマチュア無線連盟 ＪＡＲＬ ＱＳＬビューロー,

６９９-０５８８ 島根県,出雲市,斐川町神庭,１３２４－３

６９９-０５９３ 島根県農業協同組合 斐川地区本部,島根県,出雲市,斐川町荘原,２１７２-３

６９９-０６９６ (株) 出雲村田製作所,島根県,出雲市,斐川町上直江,２３０８

６９９-０６９７ ＪＡ全農 島根県本部,島根県,出雲市,斐川町直江,５０３０

６９９-０７９２ 出雲市役所 大社支所,島根県,出雲市,大社町杵築南,１３９５

６９８-８５０４ (株) イズミゆめタウン益田,島根県,益田市,高津,７-２１－１２

６９８-８５０３ (株) キヌヤ,島根県,益田市,常盤町,４番３８号

６９８-８６５１ 益田 税務署,島根県,益田市,元町,１２－１１

６９８-８５０５ 益田サティ,島根県,益田市,乙吉町,イ９５－１０

６９８-８６５０ 益田市役所,島根県,益田市,常盤町,１－１

６９８-８５０１ 益田赤十字病院,島根県,益田市,乙吉町,イ１０３－１

６９８-０２９２ 益田市役所美都総合支所,島根県,益田市,美都町都茂,１８０３－１

６９４-８５０１ 石見大田税務署,島根県,大田市,大田町大田,イ２８９－２

６９４-８５０２ 大田市役所,島根県,大田市,大田町大田,ロ１１１１-

６９９-２５９８ 大田市役所 温泉津支所,島根県,大田市,温泉津町小浜,イ４８６

６９２-８５０６ (株） さんれいフーズ安来営業所,島根県,安来市,亀島町,１２－３

６９２-８６０６ (株) 日立金属安来製作所,島根県,安来市,飯島町,１２４０-５

６９２-８５１０ (株) フーズマーケットホック,島根県,安来市,赤江町,１４４８－１

６９２-８５５０ 高林商事 (株),島根県,安来市,恵乃島町,１１３－１６

６９２-８６０１ 日立金属 (株) 安来工場,島根県,安来市,安来町,２１０７－２

６９２-８６８６ 安来市役所,島根県,安来市,安来町,８７８

６９５-８５７７ (株) しちだ・教育研究所,島根県,江津市,江津町,５２６－１

６９５-８５８５ 協同組合 グリーンモール,島根県,江津市,嘉久志町,２３０６－３０

６９５-８５０１ 江津市役所,島根県,江津市,江津町,１５２５

６９５-８５０２ 江の川高等学校,島根県,江津市,渡津町, 1-０４

６９５-８５０５ 社会福祉法人 恩賜財団 島根県済生会 江津総合病院,

６９５-８５０５ 島根県,江津市,江津町,１０１６－３７

６９９-４２９８ 今井産業 (株),島根県,江津市,桜江町川戸,４７２－１

６９９-４２９２ 江津市 桜江支所,島根県,江津市,桜江町川戸,１１－１

６９９-１２９２ 雲南市役所 大東総合センター,島根県,雲南市,大東町大東,１６７３－１

６９９-１２９３ 公立雲南総合病院,島根県,雲南市,大東町飯田, 1-９６

６９９-１３９２ 雲南市役所,島根県,雲南市,木次町里方,５２１－１

６９９-１３９５ 雲南農業 協同組合,島根県,雲南市,木次町里方,１０８８－６

６９９-１３９４ 島根三洋電機 (株),島根県,雲南市,木次町山方,３２０－１

６９９-１３９６ 東部県民センター 雲南事務所,島根県,雲南市,木次町里方,５３１-１

６９９-１３９３ ホシザキ電機 (株) 島根工場,島根県,雲南市,木次町山方,２７１－１３

６９９-１５９２ 奥出雲町役場,島根県,仁多郡奥出雲町,三成,３５８－１

６９９-１８９８ 島根県立 横田高等学校,島根県,仁多郡奥出雲町,稲原, 1-７８

６９６-８５１０ 川本総務事務所,島根県,邑智郡川本町,大字川本,２７９

６９９-４６９２ 美郷町役場,島根県,邑智郡美郷町,大字粕渕,１６８

６９６-０１９２ 邑南町役場,島根県,邑智郡邑南町,矢上,６０００

６９６-０１９３ 公立邑智病院,島根県,邑智郡邑南町,中野,2-４８

６９６-０１９５ 島根おおち農協 石見基幹支所,島根県,邑智郡邑南町,矢上,５３

６９６-０１９８ 矢上高等学校,島根県,邑智郡邑南町,矢上,３９２１

６９６-０３９３ 邑南町役場 瑞穂町支所,島根県,邑智郡邑南町,三日市,３２

６９６-０６９２ 邑南町役場 羽須美支所,島根県,邑智郡邑南町,下口羽,４８４－１

６９９-５２９２ 津和野町役場,島根県,鹿足郡津和野町,日原,５４－２５

６９９-５６９５ 津和野町 教育委員会,島根県,鹿足郡津和野町,大字森村,ロ１２７

６８５-８６０１ 隠岐支庁,島根県,隠岐郡隠岐の島町,港町,２４

６８５-８５５５ 隠岐水産高等学校,島根県,隠岐郡隠岐の島町,東郷,

６８５-８５８５ 隠岐の島町役場,島根県,隠岐郡隠岐の島町,城北町,１

６８５-８６６６ 西郷税務署,島根県,隠岐郡隠岐の島町,城北町,５５

６８５-８５１２ 島根県立 隠岐高等学校,島根県,隠岐郡隠岐の島町,有木,尼寺原１




