
７９０-８６６６ ＳＭＢＣ日興証券 (株) 松山支店,愛媛県,松山市,三番町,３-８－４

７９０-８５３３ アカマツ (株),愛媛県,松山市,福音寺町,２３５－１

７９０-８６０１ 一般社団法人 松山市医師会,愛媛県,松山市,藤原,二-４番７０号

７９０-８５３４ 医療法人仁友会 南松山病院,愛媛県,松山市,朝生田町,１-３－１０

７９０-８５９５ ＮＥＣ松山テクノセンター,愛媛県,松山市,味酒町,１-３-

７９０-８７９６ 愛媛監査室,愛媛県,松山市,宮田町,８－５

７９０-８５８５ 愛媛県 医師会,愛媛県,松山市,三番町,４-５－３

７９０-８５８１ 愛媛建材 株式會社,愛媛県,松山市,三番町,６-４－１０

７９０-８５０２ 愛媛県中予地方局,愛媛県,松山市,北持田町,１３２-

７９０-８５３０ 愛媛県立 松山商業高等学校,愛媛県,松山市,旭町,７１

７９０-８５６６ 愛媛大学 農学部,愛媛県,松山市,樽味,３-５－７

７９０-８７８７ 愛媛地域センター,愛媛県,松山市,宮西,１-３－４４

７９０-８７９７ (株) ゆうちょ銀行 松山支店,愛媛県,松山市,宮田町,８－５

７９０-８６５８ (株) 阿波銀行 松山支店,愛媛県,松山市,三番町,４-８－３

７９０-８５１６ (株) 一六,愛媛県,松山市,東石井,１-７－１３

７９０-８５８７ (株) 伊予鉄 高島屋,愛媛県,松山市,湊町,５-１－１

７９０-８５８６ (株) エス・ピー・シー,愛媛県,松山市,湊町,７-３－５

７９０-８５０９ (株) 愛媛ＣＡＴＶ,愛媛県,松山市,大手町,１-１１－４

７９０-８５８３ (株) えひめリビング新聞社,愛媛県,松山市,千舟町,７-２－８

７９０-８５６５ (株) エフエム愛媛,愛媛県,松山市,竹原町,２００１/１０/７

７９０-８５８８ (株) えるく,愛媛県,松山市,千舟町,３-３－８

７９０-８６８８ (株) 香川銀行 松山支店,愛媛県,松山市,二番町,３-６－１

７９０-８７９７ (株) かんぽ生命 松山支店,愛媛県,松山市,宮田町,８－５

７９０-８６５９ (株) 帝国データバンク 松山支店,愛媛県,松山市,千舟町,４-５－４

７９０-８５３７ (株) テレビ愛媛,愛媛県,松山市,真砂町,１１９

７９０-８６３２ (株) 日産サティオ愛媛,愛媛県,松山市,宮西,２-８－２７

７９０-８５８４ (株) ニッシン,愛媛県,松山市,千舟町,５-７－６

７９０-８６５６ (株) 明屋書店,愛媛県,松山市,湊町,４-７－２

７９０-８６６７ (株) 百十４銀行 松山支店,愛媛県,松山市,千舟町,３-４－１

７９０-８５６７ (株) フジ,愛媛県,松山市,宮西,１-２－１

７９０-８５０８ (株) 二神組,愛媛県,松山市,竹原,２-１－１９

７９０-８５３２ (株) 三越松山店,愛媛県,松山市,一番町,３-１－１

７９０-８５５６ (株) レディ薬局,愛媛県,松山市,南江戸,４-３－３７

７９０-８５３５ (株）エイ・ビー・エム,愛媛県,松山市,福音寺町,２３５－１

７９０-８５６０ 学校法人 済美学園,愛媛県,松山市,湊町,７-９－１

７９０-８５３１ 学校法人 松山東雲学園 松山東雲女子大学,愛媛県,松山市,桑原,３-２－１

７９０-８５３１ 学校法人 松山東雲学園 松松山東雲短期大学,愛媛県,松山市,桑原,３-２－１

７９０-８７９１ 共通事務センター,愛媛県,松山市,三番町,３-５－２

７９０-８５５４ 県農えひめ 果実販売課,愛媛県,松山市,南堀端町,２－３

７９０-８５７４ 国土交通省 ４国地方整備局 松山河川国道事務所,愛媛県,松山市,土居田町,７９７－２

７９０-８５４５ (財) 愛媛県教育会,愛媛県,松山市,祝谷町,１-５－３３

７９０-８７９５ ４国総合通信局,愛媛県,松山市,味酒町,２－１４－４

７９０-８５４０ ４国電力 (株) 松山支店,愛媛県,松山市,湊町,６-６－２

７９０-８５５３ 社会福祉法人 愛媛県社会福祉協議会,愛媛県,松山市,持田町,３-８－１５

７９０-８５５５ ＪＡ愛媛,愛媛県,松山市,南堀端町,２－３

７９０-８５５７ 聖カタリナ女子高等学校,愛媛県,松山市,藤原町,４６８

７９０-８５４３ 生活協同組合 コープえひめ,愛媛県,松山市,朝生田町,３-１－１２

７９０-８６８６ セキ (株),愛媛県,松山市,湊町,７-７－１（松山中央郵便局私書箱第１１号）

７９０-８５８９ 積水ハウス (株) 松山支店,愛媛県,松山市,生石町,１３０－１

７９０-８５４６ 全国健康保険協会 愛媛支部,愛媛県,松山市,千舟町,４-６－３

７９０-８５１３ 全労済愛媛県本部,愛媛県,松山市,辻町,１－１

７９０-８５２４ 総合病院 松山赤十字病院,愛媛県,松山市,文京町,１

７９０-８６６１ 損害保険ジャパン (株) 松山支店,愛媛県,松山市,三番町,４-７－１４

７９０-８５１９ 中４国農政局 愛媛農政事務所,愛媛県,松山市,宮田町,１８８

７９０-８５６１ 東京海上日動火災保険 (株) 愛媛支店,愛媛県,松山市,本町,２-１－７

７９０-８５４２ 西日本電信電話 (株) 愛媛支店,愛媛県,松山市,一番町,４-３番

７９０-８７９７ 日本郵便 (株) ４国支社,愛媛県,松山市,宮田町,８－５

７９０-８７９３ 日本郵便 (株) ４国支社 郵便事業本部 (三種）,愛媛県,松山市,宮田町,８－５

７９０-８５９０ 松山市公営企業局,愛媛県,松山市,二番町,４-４-６

７９０-８５４１ 松山東雲中学校 松山東雲高等学校,愛媛県,松山市,大街道,３-２－２４

７９０-８５２０ 松山総合開発 (株) 松山全日空ホテル,愛媛県,松山市,一番町,３-２－１

７９０-８５７５ 松山地方検察庁,愛媛県,松山市,一番町,４-４－１

７９０-８５３９ 松山地方裁判所,愛媛県,松山市,一番町,３-３－８

７９０-８５０５ 松山地方法務局,愛媛県,松山市,宮田町,１８８－６

７９０-８５１２ 松山西社会保険事務所,愛媛県,松山市,南江戸,３-４－８

７９０-８５５１ 松山東警察署,愛媛県,松山市,勝山町,２-１３－２

７９０-８６６０ みずほ銀行 松山支店,愛媛県,松山市,千舟町,３-３－１

７９０-８６５３ メルファム ４国,愛媛県,松山市,宮田町,１３１－１

７９０-８５２８ 郵便局 (株) カタログ販売センター,愛媛県,松山市,宮田町,８－５

７９０-８５１０ 南海放送 (株),愛媛県,松山市,本町,１-１－１

http://tainak.jp/

検索はPCのキーボードで Ctrl+f 「同時押し」で入力窓が開かれます。検索語(ひらかなOK)を入力して Enter で実行

http://tainak.jp/


７９０-８５１４ (株) 伊予銀行,愛媛県,松山市,南堀端町,１

７９０-８５２５ (株) 愛媛朝日テレビ,愛媛県,松山市,和泉北,１-１４－１１

７９０-８５７０ 愛媛県庁,愛媛県,松山市,一番町,４-４－２

７９０-８５７１ 松山市役所,愛媛県,松山市,二番町,４-７－２

７９０-８５１１ (株) 愛媛新聞社,愛媛県,松山市,大手町,１-１２－１

７９０-８５７３ 愛媛県 警察本部,愛媛県,松山市,南堀端町,２－２

７９０-８５２９ (株) あいテレビ,愛媛県,松山市,竹原町,１-５－２５

７９０-８５０１ 日本放送協会 松山放送局,愛媛県,松山市,堀之内,５

７９０-８５７７ 愛媛大学,愛媛県,松山市,文京町,３

７９０-８５７８ 学校法人 松山大学,愛媛県,松山市,文京町,４－２

７９０-８５８０ (株) 愛媛銀行,愛媛県,松山市,勝山町,２-１

７９０-８６５１ 愛媛県 信用保証協会,愛媛県,松山市,一番町,４-１－２

７９０-８６７８ 愛媛県市町村職員共済組合,愛媛県,松山市,三番町,５-１３－１

７９０-８６５２ 愛媛信用金庫,愛媛県,松山市,二番町,４-２－１１

７９０-８６５５ (株) ぎょうせい４国支社,愛媛県,松山市,二番町,４-１－２

７９０-８６６５ 商工組合中央金庫 松山支店,愛媛県,松山市,一番町,２-６－４

７９０-８６５０ 大和證券 (株) 松山支店,愛媛県,松山市,三番町,３-９－１０

７９０-８６７７ 二浪証券 (株),愛媛県,松山市,大街道,２-６－１

７９１-８５５０ 愛媛県国民健康保険団体連合会,愛媛県,松山市,高岡町,１０１-１

７９１-８５１２ 愛媛トヨペット (株),愛媛県,松山市,空港通,５-７－９

７９１-８５２７ 尾家産業 (株） 松山営業所,愛媛県,松山市,久万ノ台,５７７－１

７９１-８５５５ おおぞら病院,愛媛県,松山市,六軒家町,４－２０

７９１-８６７５ (株) 松宮,愛媛県,松山市,問屋町,６－２６

７９１-８５２４ (株） アテックス,愛媛県,松山市,衣山,１-２－５

７９１-８６７１ (株） 一色本店,愛媛県,松山市,問屋町,４－２８

７９１-８６０３ (株) えひめ飲料,愛媛県,松山市,安城寺町,４７８

７９１-８６７２ (株) カナックス,愛媛県,松山市,姫原,３-５番１１号

７９１-８５３８ (株） 城西,愛媛県,松山市,富久町,４２２－７

７９１-８５２８ (株）日本文具,愛媛県,松山市,中央,１-４－２

７９１-８５０５ (株) ハート,愛媛県,松山市,大可賀,３-１５０-８

７９１-８５０７ (株） パステムマツザワ,愛媛県,松山市,久万ノ台,６８９

７９１-８５０１ 学校法人 愛光学園,愛媛県,松山市,衣山,５-１６１０－１

７９１-８５０８ 北４国商事 (株）,愛媛県,松山市,南斎院町,３４５

７９１-８５１６ コスモ松山石油 (株）,愛媛県,松山市,大可賀,３-５８０

７９１-８５３５ コマツカスタマーサポート (株),愛媛県,松山市,高岡町,１５１

７９１-８５１０ ４国名鉄運輸 (株),愛媛県,松山市,空港通,４-５番５号

７９１-８５１７ ダイキ (株),愛媛県,松山市,美沢,１-９－１

７９１-８５２５ ダイソー (株) 松山工場,愛媛県,松山市,北吉田町,７７

７９１-８５３１ ダイヤアルミ (株）,愛媛県,松山市,安城寺町,５７１

７９１-８５１３ ＴＭＴマシナリー (株) 松山工場,愛媛県,松山市,北吉田町,７７-

７９１-８５３０ 帝人 (株） 松山事業所,愛媛県,松山市,北吉田町,７７

７９１-８５３６ 帝人(株) 松山事業所,愛媛県,松山市,西垣生町,２－３－４５

７９１-８５０６ 東芝ファイナンス (株） 愛媛営業所,愛媛県,松山市,空港通,５-９－１

７９１-８５１１ トヨタカローラ愛媛 (株）,愛媛県,松山市,中央,１-１６－５

７９１-８５０２ トラスコ中山 (株) 松山営業所,愛媛県,松山市,久万ノ台,１０６８番４

７９１-８６０４ 新田高等学校,愛媛県,松山市,山西町,６６３

７９１-８５５１ 新田青雲中等教育学校,愛媛県,松山市,山西町,６００-１

７９１-８５１８ フジケンエンジニアリング (株）,愛媛県,松山市,古三津,２-１６－３

７９１-８５２３ 松山労働基準監督署,愛媛県,松山市,六軒家町,３－２７

７９１-８６７７ 丸温松山中央青果 (株),愛媛県,松山市,久万ノ台,３４８－１

７９１-０２８０ ４国がんセンター,愛媛県,松山市,南梅本町,甲１６０

７９１-１１９２ 加藤産業 (株） 松山支店,愛媛県,松山市,中野町,甲１４９－４

７９１-４５９２ 松山市 中島支所,愛媛県,松山市,中島大浦,１６２６

７９９-２４９３ 愛媛県立 北条高等学校,愛媛県,松山市,北条辻,６００－１

７９９-２４９６ 聖カタリナ大学・聖カタリナ短期大学,愛媛県,松山市,北条,６６０

７９９-２４９２ 松山市役所 北条支所,愛媛県,松山市,北条辻,６

７９９-２６９２ 井関農機 (株),愛媛県,松山市,馬木町,７００

７９９-２６９６ 三浦工業 (株),愛媛県,松山市,堀江町,７

７９４-８５０８ 今治（地方・簡易・家庭）裁判所,愛媛県,今治市,常盤町,４-５－４

７９４-８５１１ 今治市役所,愛媛県,今治市,別宮町,１-４－１

７９４-８６０２ 今治税務署,愛媛県,今治市,常盤町,４-５－１

７９４-８５０２ 今治地方局,愛媛県,今治市,旭町,１-４－９

７９４-８５８２ 渦潮電機 (株) みらい工場,愛媛県,今治市,野間,甲１０５-

７９４-８５５５ 岡山理科大学 今治キャンパス,愛媛県,今治市,いこいの丘,１－３

７９４-８６１４ (株) 伊予銀行 今治支店,愛媛県,今治市,常盤町,４-２－１

７９４-８６１１ ４国ガス (株） 本店,愛媛県,今治市,南大門町,２-２－４

７９４-８６０１ ４国通建 (株） 本社,愛媛県,今治市,南大門町,１-１－１５

７９４-８５１０ 東芝ライテック (株) 今治事業所,愛媛県,今治市,旭町,２００５/２/１

７９４-８５１８ 日本食研 (株）,愛媛県,今治市,東鳥生町,５-３５

７９４-８５６５ 日本食研製造 (株) シェーンブルン宮殿工場,愛媛県,今治市,クリエイティブヒルズ,２-



１

７９４-８５６５ 日本食研製造 日本食研スマイルパートナーズ,愛媛県,今治市,クリエイティブヒルズ,２

-１

７９４-８５６５ 日本食研製造  愛媛事業所,愛媛県,今治市,クリエイティブヒルズ,２-１

７９４-０１９２ 今治市役所 玉川支所,愛媛県,今治市,玉川町三反地,甲１０－１

７９４-０１９３ 越智今治農業協同組合 玉川支所,愛媛県,今治市,玉川町大野,甲１５１

７９４-１１９２ 今治市役所 関前支所,愛媛県,今治市,関前岡村,甲７３２-

７９４-１３９２ 今治市役所 大三島支所,愛媛県,今治市,大三島町宮浦,５７０８-

７９４-１３９３ 大山祇神社社務所,愛媛県,今治市,大三島町宮浦,３３２７

７９４-１４９２ 今治市役所 上浦支所,愛媛県,今治市,上浦町井口,６６０５

７９４-２１９２ 今治市役所 吉海支所,愛媛県,今治市,吉海町八幡,１３７-

７９４-２２９２ 今治市役所 宮窪支所,愛媛県,今治市,宮窪町宮窪,２６６８

７９４-２３９２ 今治市役所 伯方支所,愛媛県,今治市,伯方町木浦,甲１２３５

７９４-２３９５ 伯方造船 (株),愛媛県,今治市,伯方町木浦,甲５３５-の内第２

７９９-１５９６ 愛媛県立 今治東高等学校,愛媛県,今治市,桜井,２-９－１

７９９-１５９４ (株) ハラプレックス,愛媛県,今治市,喜田村,２００１/２/１

７９９-１５９５ (株） 橘屋,愛媛県,今治市,国分,１－８－５５

７９９-１５９３ (株)原商会,愛媛県,今治市,喜田村,２００１/４/１２

７９９-１５９８ (財) 正光会 今治病院,愛媛県,今治市,高市,甲７８６－１３

７９９-１５９２ 社会福祉法人 恩賜財団 済生会今治病院,愛媛県,今治市,喜田村,２００７/１/６

７９９-１５８１ 第一印刷 (株),愛媛県,今治市,喜田村,１-６－４０

７９９-１５８２ 日本食研 (株),愛媛県,今治市,富田新港,１-３

７９９-１５８８ ワールドプラザ,愛媛県,今治市,東村,１-１４－２

７９９-１６９２ 今治市役所 朝倉支所,愛媛県,今治市,朝倉北,甲３９７

７９９-２１９２ 今治市役所 波方支所,愛媛県,今治市,波方町樋口,甲２５０

７９９-２１９５ 今治造船 (株),愛媛県,今治市,小浦町,１-４－５２

７９９-２２９２ 今治市役所 大西支所,愛媛県,今治市,大西町宮脇,甲５０６－１

７９９-２２９４ 渦潮電機 (株),愛媛県,今治市,大西町九王,甲１５２０

７９９-２２９３ (株) 新来島どっく,愛媛県,今治市,大西町新町,甲９４５

７９９-２３９２ 今治市役所 菊間支所,愛媛県,今治市,菊間町浜,８２２

７９９-２３９３ 太陽石油 (株) ４国事業所,愛媛県,今治市,菊間町種,2-７０

７９８-８６１４ 伊予銀行 宇和島支店,愛媛県,宇和島市,新町,２-８－３

７９８-８６０１ 宇和島市役所,愛媛県,宇和島市,曙町,１

７９８-８６１１ 宇和島信用金庫,愛媛県,宇和島市,本町追手,２-８－２１

７９８-８５１１ 宇和島地方局,愛媛県,宇和島市,天神町,７－１

７９８-８５１０ 市立 宇和島病院,愛媛県,宇和島市,御殿町,１－１

７９８-１１９２ 宇和島市役所 三間支所,愛媛県,宇和島市,三間町宮野下,８３５

７９８-３３９２ 宇和島市役所 津島支所,愛媛県,宇和島市,津島町岩松,甲４７１

７９８-３３９３ 宇和島市立 津島病院,愛媛県,宇和島市,津島町高田,丙１５

７９９-３７９２ 宇和島市役所 吉田支所,愛媛県,宇和島市,吉田町東小路,甲１０６

７９９-３７９３ 宇和青果農業協同組合,愛媛県,宇和島市,吉田町立間,２－１４６

７９６-８５０２ 市立 八幡浜総合病院,愛媛県,八幡浜市,大平,１－６３８

７９６-８５０１ 八幡浜市役所,愛媛県,八幡浜市,北浜,１-１－１

７９６-０２９３ 西南開発 (株),愛媛県,八幡浜市,保内町宮内,１－３００－１

７９６-０２９２ 八幡浜市役所 保内庁舎,愛媛県,八幡浜市,保内町宮内,１－２６０

７９２-８５１０ 旭食品 (株) 新居浜支店,愛媛県,新居浜市,黒島,９３０－３

７９２-８５１１ ＮＴＴ 新居浜支店,愛媛県,新居浜市,繁本町,２－２

７９２-８５５０ 愛媛労災病院,愛媛県,新居浜市,南小松原町,１３－２７

７９２-８６１４ (株) 伊予銀行 新居浜支店,愛媛県,新居浜市,繁本町,５－２０

７９２-８５１８ (株) エイワ,愛媛県,新居浜市,多喜浜,６７－１７３

７９２-８５８６ (財) 積善会附属十全総合病院,愛媛県,新居浜市,北新町,１－５

７９２-８５２１ 住友化学工業 (株) 愛媛工場,愛媛県,新居浜市,惣開町,５－１

７９２-８５２０ 住友共同電力(株),愛媛県,新居浜市,磯浦町,２－１

７９２-８５５５ 住友金属鉱山 (株) 別子事業所,愛媛県,新居浜市,西原町,３-５－３

７９２-８５６７ 住友建設 (株) ４国支店,愛媛県,新居浜市,磯浦町,６－１６

７９２-８５８８ 住友重機械工業 (株),愛媛県,新居浜市,惣開町,５－２

７９２-８５４３ 住友別子病院,愛媛県,新居浜市,王子町,３－１

７９２-８５０１ 大和証券 (株) 新居浜支店,愛媛県,新居浜市,港町,２－１０

７９２-８６７０ 東予信用金庫,愛媛県,新居浜市,中須賀町,１-６－３７

７９２-８５８０ 新居浜工業高等専門学校,愛媛県,新居浜市,八雲町,７－１

７９２-８６８６ 新居浜社会保険事務所,愛媛県,新居浜市,庄内町,１-９－７

７９２-８５８５ 新居浜市役所,愛媛県,新居浜市,一宮町,１-５－１

７９２-８５０５ 森実運輸 (株),愛媛県,新居浜市,惣開町,２－１３

７９１-０５９３ 周桑農協,愛媛県,西条市,丹原町池田,１７０１－１

７９１-０５９４ 東予園芸,愛媛県,西条市,丹原町今井,４３１

７９３-８５１５ 今治造船 (株） 西条工場,愛媛県,西条市,ひうち,７－６

７９３-８５１６ 愛媛県東予地方局,愛媛県,西条市,喜多川,７９６-の１

７９３-８５０９ 愛媛県立 西条高等学校,愛媛県,西条市,明屋敷,２３４

７９３-８５８５ (株) クラレ 西条工場,愛媛県,西条市,朔日市,８９２

７９３-８５０１ (株) ルネサステクノロジ 西条事業所,愛媛県,西条市,ひうち,８－６



７９３-８６０１ 西条市役所,愛媛県,西条市,明屋敷,１６４

７９３-８５５５ 宗教法人 石鎚神社,愛媛県,西条市,西田甲,７９７

７９３-８５１０ パナソニック４国エレクトロニクス (株） 西条地区,愛媛県,西条市,福武甲,２４７

７９９-１１９８ 西条市役所 小松総合支所,愛媛県,西条市,小松町新屋敷,甲４９６

７９９-１３９２ (株) 田窪工業所,愛媛県,西条市,北条,９６２－７

７９９-１３９４ 西条市役所 東予総合支所,愛媛県,西条市,周布,３４９－１

７９９-１３９５ ４国開発フェリー (株),愛媛県,西条市,今在家,１５００－２

７９９-１３９３ 住友重機械工業 (株),愛媛県,西条市,今在家,１５０１

７９５-８５０２ 愛媛県立 大洲高等学校,愛媛県,大洲市,大洲,７３７

７９５-８５０６ 愛媛たいき 農業協同組合 本所,愛媛県,大洲市,東大洲,１９８

７９５-８５１０ 大洲記念病院,愛媛県,大洲市,徳森,１５１２－１

７９５-８６０１ 大洲市役所,愛媛県,大洲市,大洲,６９０－１

７９５-８５０７ 大洲中央病院,愛媛県,大洲市,東大洲,５

７９５-８５０５ 喜多医師会病院,愛媛県,大洲市,東大洲,１５６３-１

７９５-８５０１ 市立大洲病院,愛媛県,大洲市,西大洲,甲５７０

７９５-８５０４ 南予地方局大洲庁舎,愛媛県,大洲市,東大洲,１７４

７９５-８６０３ 西田興産,愛媛県,大洲市,徳森,２４８

７９５-８５０８ 丸三産業 (株),愛媛県,大洲市,徳森,字渡リ１３４９

７９７-１５９２ 大洲市役所 肱川支所,愛媛県,大洲市,肱川町山鳥坂,７４

７９１-３２９２ 伊予市役所 中山地域事務所,愛媛県,伊予市,中山町出渕,２番耕地１２０

７９１-３２９３ 伊予中山農業協同組合,愛媛県,伊予市,中山町出渕,２番耕地１４５－３

７９１-３２９５ 中山高等学校,愛媛県,伊予市,中山町出渕,２番耕地１０５－１０

７９９-３１９３ 伊予市役所,愛媛県,伊予市,米湊,８２０（伊予郵便局私書箱第１３号）

７９９-３１９８ (株) 植西運送 松山物流センター,愛媛県,伊予市,宮下,６０５－１

７９９-３１９５ (株) オカベ,愛媛県,伊予市,市場,１５０

７９９-３１９６ ４国アルフレッサ (株),愛媛県,伊予市,下三谷,１-６

７９９-３１９２ マルトモ (株),愛媛県,伊予市,米湊,１６９６

７９９-３１９４ ヤマキ (株),愛媛県,伊予市,米湊,１６９８－６

７９９-３２９２ 伊予市役所 双海地域事務所,愛媛県,伊予市,双海町上灘,甲５８２１－６

７９９-０１９４ 梅錦山川 (株),愛媛県,４国中央市,金田町金川,１４

７９９-０１９５ 川之江造機 (株),愛媛県,４国中央市,川之江町,１５１４

７９９-０１９３ 公立学校共済組合 ４国中央病院,愛媛県,４国中央市,川之江町,２２３３

７９９-０１９２ ４国中央市 川之江総合支所,愛媛県,４国中央市,金生町下分,８６５

７９９-０１９７ 新タック化成 (株),愛媛県,４国中央市,川之江町長須,２２２－２

７９９-０１９６ 丸住製紙 (株),愛媛県,４国中央市,川之江町,８２６

７９９-０４９８ 伊予三島商工会議所,愛媛県,４国中央市,三島宮川,４-６－５５

７９９-０４９７ ４国中央市役所,愛媛県,４国中央市,三島宮川,４-６－５５

７９９-０４９２ 大王製紙 (株),愛媛県,４国中央市,三島紙屋町,２－６０

７９９-０４９３ 大黒工業 (株),愛媛県,４国中央市,中曽根町,１５９３

７９９-０４９５ 福助工業 (株),愛媛県,４国中央市,村松町,１９０

７９９-０４９６ リュウグウ (株),愛媛県,４国中央市,三島宮川,４-９－６４

７９７-８５１１ 愛媛県歴史文化博物館,愛媛県,西予市,宇和町卯之町,４-１１－２

７９７-８５０１ 西予市役所,愛媛県,西予市,宇和町卯之町,３-４３４

７９７-０２９２ 西予市 明浜総合支所,愛媛県,西予市,明浜町高山,甲３６５７

７９７-１２９２ 西予市 野村総合支所,愛媛県,西予市,野村町野村,１２－６１９

７９７-１７９２ 西予市 城川総合支所,愛媛県,西予市,城川町下相,９４５

７９１-０２９５ 愛媛大学 医学部,愛媛県,東温市,志津川,４５４

７９１-０２９７ (株) ヒカリ,愛媛県,東温市,南野田,４１８－４

７９１-０２８８ ４国西濃運輸 (株),愛媛県,東温市,上村,字斉院ノ木甲９８０

７９１-０２９２ 東温市役所,愛媛県,東温市,見奈良,５３０－１

７９１-０２８１ 独立行政法人 国立病院機構 愛媛病院,愛媛県,東温市,横河原,３６６

７９１-０３９８ 遠赤青汁 (株）,愛媛県,東温市,則之内,甲２２２５－１

７９１-０３９２ (株） レジャーライフ,愛媛県,東温市,南方,2-５０

７９１-０３８５ (財) 積善会 愛媛十全医療学院,愛媛県,東温市,南方,５６１

７９１-０３９７ ４国乳業 (株）,愛媛県,東温市,南方,９５５－１

７９１-０３９３ 東温市 川内支所,愛媛県,東温市,南方,２８６

７９１-０３９５ ＰＨＣ (株),愛媛県,東温市,南方, 1-３１

７９１-０３９４ フジ４国物流センター,愛媛県,東温市,南方,２８８２-

７９４-２４９２ 上島町役場 岩城総合支所,愛媛県,越智郡上島町,岩城,１４２７－２

７９４-２５９２ 上島町役場,愛媛県,越智郡上島町,弓削下弓削,２１０

７９４-２５９３ 弓削商船高等専門学校,愛媛県,越智郡上島町,弓削下弓削,１０００

７９１-１７９２ 久万高原町役場 面河支所,愛媛県,上浮穴郡久万高原町,渋草,２４３１

７９１-３１９７ 愛媛日商プロパン (株),愛媛県,伊予郡松前町,大字筒井,１２６６－１

７９１-３１９６ 扇屋食品 (株),愛媛県,伊予郡松前町,大字北黒田,５７１

７９１-３１９５ 義農味噌 (株）,愛媛県,伊予郡松前町,永田,３４５－１

７９１-３１９４ サンタ (株),愛媛県,伊予郡松前町,大字北川原,塩屋西１２０５－１

７９１-３１９３ 東レ (株) 愛媛工場,愛媛県,伊予郡松前町,大字筒井,１５１５

７９１-３１９２ 松前町役場,愛媛県,伊予郡松前町,大字筒井,６３１

７９１-３１９８ 増永食品 (株),愛媛県,伊予郡松前町,大字西高柳,２５１

７９１-２１９１ 愛媛県立 とべ動物園,愛媛県,伊予郡砥部町,上原町,２４０



７９１-２１９３ 井関農機,愛媛県,伊予郡砥部町,八倉,１

７９１-２１９５ 砥部町役場,愛媛県,伊予郡砥部町,宮内,１３９２

７９１-３３９２ 内子町役場 内子分庁舎,愛媛県,喜多郡内子町,内子,１５１５

７９１-３５９２ 内子町役場 小田支所,愛媛県,喜多郡内子町,小田,８２

７９５-０３９２ 内子町役場 本庁,愛媛県,喜多郡内子町,平岡,甲１６８

７９６-０４９５ ４国電力 (株） 伊方発電所,愛媛県,西宇和郡伊方町,九町,字コチワキ３番耕地４０－３

７９６-０８９２ 伊方町役場 三崎総合支所,愛媛県,西宇和郡伊方町,三崎,６９２

７９８-２１９２ 松野町役場,愛媛県,北宇和郡松野町,大字松丸,３４３

７９８-１３９３ 旭川荘南愛媛病院・南愛媛養育センター,愛媛県,北宇和郡鬼北町,大字永野市,１６０７

７９８-１３９７ 愛媛県立 北宇和高等学校,愛媛県,北宇和郡鬼北町,大字近永,新町９４２

７９８-１３９５ 鬼北町役場,愛媛県,北宇和郡鬼北町,大字近永,旭町８００－１

７９８-１３９２ 鬼北町立 北宇和病院,愛媛県,北宇和郡鬼北町,大字近永,旭町４５５

７９８-３７９２ 愛南町役場 内海支所,愛媛県,南宇和郡愛南町,柏,４９７

７９８-４１９６ 愛南町役場,愛媛県,南宇和郡愛南町,城辺甲,２４２０

７９８-４１９５ 愛南町役場 御荘支所,愛媛県,南宇和郡愛南町,御荘平城,３０６３

７９８-４１９７ 伊予銀行 城辺支店,愛媛県,南宇和郡愛南町,城辺甲,２０６７

７９８-４１９４ 愛媛県南予地方局 愛南庁舎,愛媛県,南宇和郡愛南町,城辺甲,２４２０

７９８-４１９３ えひめ南農業協同組合 南宇和支所,愛媛県,南宇和郡愛南町,城辺乙,４５１

７９８-４１９２ 南宇和高校,愛媛県,南宇和郡愛南町,御荘平城,３２６９

７９８-４２９２ 愛南町役場 西海支所,愛媛県,南宇和郡愛南町,船越,１２８９-１

７９８-４４９５ 松下寿電子工業 (株) ＨＤＤビジネスユニット,愛媛県,南宇和郡愛南町,一本松, 1-００




