
７８０-８６８６ アクサ損害保険 (株),高知県,高知市,駅前町,３－２０

７８０-８５０３ 医療法人 瑞洋会 田中整形外科病院,高知県,高知市,上町,３-２－６

７８０-８５２２ 医療法人 近森会,高知県,高知市,大川筋,１-１－１６

７８０-８６６５ ＳＭＢＣ日興証券 (株) 高知支店,高知県,高知市,堺町,１－１９

７８０-８５４１ エヌ・ティ・ティ４国移動通信網 (株) 高知支店,高知県,高知市,北本町,４-５－４０

７８０-８５１２ ＮＨＫ 高知放送局,高知県,高知市,本町,３-３－１２

７８０-８５３２ (株) エフエム高知,高知県,高知市,鷹匠町,２-１－５

７８０-８５６１ (株) 高知新阪急ホテル,高知県,高知市,本町,４-２-５０号

７８０-８６７６ (株) 阿波銀行 高知支店,高知県,高知市,本町,４-２－５２

７８０-８５２７ (株) エヌ・シー・ビー,高知県,高知市,本町,２-３－４

７８０-８５４０ (株) キタムラ,高知県,高知市,本町,２００４/１/１６

７８０-８６０２ (株) 高知銀行,高知県,高知市,堺町,２－２４

７８０-８６６６ (株) 高知新聞企業,高知県,高知市,本町,３-２－１５

７８０-８５７２ (株) 高知新聞社,高知県,高知市,本町,３-２－１５

７８０-８６６２ (株) 高知新聞社 (パブリシティ）,高知県,高知市,本町,３-２－１５

７８０-８５６６ (株) 高知大丸,高知県,高知市,帯屋町,１-６－１

７８０-８５１７ (株) サニーマート,高知県,高知市,山手町,８１番

７８０-８６６３ (株) 三翠園,高知県,高知市,鷹匠町,１－３－３５

７８０-８６０５ (株) ４国銀行,高知県,高知市,南はりまや町,１-１－１

７８０-８７８７ (株) ゆうちょ銀行 高知地域センター,高知県,高知市,駅前町,３－２０

７８０-８５３６ 高知県 国民健康保険団体連合会,高知県,高知市,丸ノ内,２-６－５

７８０-８５０２ 高知県 社会保険診療報酬支払基金,高知県,高知市,神田,５９３

７８０-８５４４ 高知県警察本部,高知県,高知市,丸ノ内,２-４－３０

７８０-８５１５ 高知県立大学 永国寺キャンパス,高知県,高知市,永国寺町,２番２２号

７８０-８５６２ 高知赤十字病院,高知県,高知市,秦南町,１-４番６３－１１号

７８０-８６６８ 高知税務署内 伊野税務署集中処理担当,高知県,高知市,栄田町,２-２番１０号

７８０-８５１６ 高知短期大学,高知県,高知市,永国寺町,２番２２号

７８０-８５５４ 高知地方検察庁・高知区検察庁,高知県,高知市,丸ノ内,１-４番１号

７８０-８５５８ 高知地方裁判所,高知県,高知市,丸ノ内,１-３－５

７８０-８５０９ 高知地方法務局,高知県,高知市,栄田町,二-２番１０号

７８０-８５１０ 高知パレスホテル,高知県,高知市,廿代町,１－１８

７８０-８６６１ 国民生活金融公庫 高知支店,高知県,高知市,本町,４-２－５２

７８０-８５２０ 国立大学法人 高知大学,高知県,高知市,曙町,２-５－１

７８０-８５６５ (財)高知県老人クラブ連合会,高知県,高知市,朝倉,戊３７５－１

７８０-８５２８ ４国森林管理局,高知県,高知市,丸ノ内,１-３－３０

７８０-８５４５ ４国電力 (株） 高知支店,高知県,高知市,本町,４-１－１１

７８０-８５１４ 社団法人 高知県医師会,高知県,高知市,鷹匠町,２-１－３６

７８０-８６６０ 商工組合中央金庫 高知支店,高知県,高知市,本町,４-２－４６

７８０-８５５９ 住友生命保険 相互会社 高知支社,高知県,高知市,本町,４-２－５２

７８０-８５０１ 全国健康保険協会 高知支部,高知県,高知市,本町,４-２－４０

７８０-８５３９ 損害保険ジャパン日本興亜 (株) 高知支店,高知県,高知市,本町,２-１－６

７８０-８５５３ 大旺建設 (株),高知県,高知市,丸ノ内,２-８－３０

７８０-８５０４ 大家建材 (株),高知県,高知市,大川筋,１-７－１８

７８０-８５０７ 独立行政法人 国立病院機構 高知病院,高知県,高知市,朝倉西町,１-２－２５

７８０-８６７７ 日本銀行 高知支店,高知県,高知市,本町,３-３－４３

７８０-８５３４ 日本年金機構 高知事務センター,高知県,高知市,本町,４-２番４０号

７８０-８５３０ 日本年金機構 高知西年金事務所,高知県,高知市,旭町,３-７０番１号

７８０-８６０１ 日本生命保険 相互会社 高知支社,高知県,高知市,本町,５-６－３

７８０-８６７０ 幡多信用金庫 高知支店,高知県,高知市,本町,２-１－５

７８０-８５６７ ふくし交流プラザ,高知県,高知市,朝倉,戊３７５－１高知県立ふくし交流プラザ内

７８０-８５３５ 細木病院・細木ユニティ病院,高知県,高知市,大膳町,３７

７８０-８５０８ 松田医薬品 (株),高知県,高知市,塚ノ原,８-

７８０-８５６８ 宮地電気 (株） 本社総務部,高知県,高知市,神田,７１０

７８０-８５５５ ＵＦＪニコス (株) 高知支店,高知県,高知市,堺町,２－２６

７８０-８５７０ 高知県庁,高知県,高知市,丸ノ内,１-２－２０

７８０-８５７１ 高知市役所,高知県,高知市,本町,５-１－４５

７８０-８５７７ (株) テレビ高知,高知県,高知市,北本町,３-４－２７

７８０-８５５０ (株) 高知放送,高知県,高知市,本町,３-２－１５

７８１-９５１３ (財) 高知県総合保健協会,高知県,高知市,桟橋通,６-７－４３

７８１-９６８５ (株) スリーキューブ,高知県,高知市,南久保,９－１６

７８１-８５２１ (株) エス・シー,高知県,高知市,葛島,２-３－７５

７８１-９６８４ (株） シーメック,高知県,高知市,南久保,８９

７８１-９６８８ 弘進商事 (株）,高知県,高知市,南久保,１５番４６号

７８１-９５３７ 高知ケーブルテレビ (株),高知県,高知市,若松町,１０－１２

７８１-９５１１ 高知県施設農業協同組合連合会,高知県,高知市,北御座,２番２７号

７８１-８５１０ 高知県農業協同組合購買事業本部,高知県,高知市,五台山,５０１５-１

７８１-９６８６ 高知県文具 (株）,高知県,高知市,南久保,９

７８１-８５５２ 高知県立 高知東高等学校,高知県,高知市,一宮,１５６５

７８１-８５１５ 高知県立大学 池キャンパス,高知県,高知市,池,２７５１-１号

７８１-８５６０ 高知公共職業安定所,高知県,高知市,大津,乙２５３６－６
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７８１-９５３３ 高知さんさんテレビ (株),高知県,高知市,若松町,１０－１１

７８１-０３９２ 高知市 春野庁舎,高知県,高知市,春野町西分,１５

７８１-８５５１ 高知市農業協同組合,高知県,高知市,高須,７２５－４

７８１-９５２９ 高知市文化プラザ（かるぽーと）,高知県,高知市,九反田,２番１号

７８１-８５８８ 高知東警察署,高知県,高知市,大津,乙８０７－１

７８１-９５２６ 高知労働基準監督署,高知県,高知市,南金田,2-４８

７８１-９５４８ 高知労働局,高知県,高知市,南金田,2-４８

７８１-９５２１ ４国アルフレッサ (株) 高知営業部高知事業所,

７８１-９５２１ 高知県,高知市,桟橋通,５-１番５７号

７８１-９５０６ 篠原化学薬品 (株),高知県,高知市,南御座, 1-４０

７８１-８５１１ 宗教法人 霊波之光 高知支部,高知県,高知市,大津,乙３１１

７８１-９６８７ 関 (株),高知県,高知市,南久保,８番３０号

７８１-９５３８ セルヴィ２１〔知寄町〕管理組合,高知県,高知市,稲荷町,１７０－１

７８１-８５５７ 東芝クレジット (株） 高知営業所,高知県,高知市,薊野,１０５０

７８１-９５２５ 東洋電化工業 (株),高知県,高知市,萩町,２-２－２５

７８１-８５４３ 土佐ガス (株),高知県,高知市,葛島,２-３－７５

７８１-９５５６ 日本年金機構 高知東年金事務所,高知県,高知市,桟橋通,４-１３番３号

７８１-９５１９ ブルーチップ 高知センター 商品交換受付係,

７８１-９５１９ 高知県,高知市,知寄町,２-１－３７

７８１-９６８３ 丸仁商事 (株),高知県,高知市,南久保,８０

７８１-９６８９ 丸美商事 (株）,高知県,高知市,南久保,１４０

７８１-８５５５ 高知医療センター,高知県,高知市,池, 1-２５

７８１-５１９２ 旭食品(株) 高知東支店,高知県,高知市,介良,乙３２４２

７８１-５１９５ (株) 技研製作所,高知県,高知市,布師田, 1-４８

７８１-７１８５ 室戸市役所,高知県,室戸市,浮津,１－２５

７８４-８５０１ 安芸市役所,高知県,安芸市,矢ノ丸,１-４－４０

７８４-８５０３ 高知県農業協同組合 安芸地区本部,高知県,安芸市,幸町,１－１６

７８４-８５０５ 高知県立 安芸高等学校,高知県,安芸市,清和町,１－５４

７８３-８５５５ 旭食品 (株) ４国支社,高知県,南国市,領石,２４６

７８３-８５５５ 旭食品 (株) 本社,高知県,南国市,領石,２４６

７８３-８５１０ (株) サニーマート 生鮮・惣菜工場,高知県,南国市,久礼田,２-１

７８３-８５０８ 高知工業高等専門学校,高知県,南国市,物部,乙２００－１

７８３-８５０５ 高知大学 医学部,高知県,南国市,岡豊町小蓮,１８５－１

７８３-８５０２ 高知大学 農学部,高知県,南国市,物部,乙２００

７８３-８５０６ 高知大学 附属図書館 医学部分室,高知県,南国市,岡豊町小蓮,１８５－１

７８３-８５０９ ＪＡ高知病院,高知県,南国市,明見,字中野５２６－１

７８３-８５８５ 中澤氏家薬業 (株),高知県,南国市,伊達野,５０１

７８３-８５０１ 南国市役所,高知県,南国市,大そね,甲２３０１

７８３-８５０７ 日本年金機構 南国年金事務所,高知県,南国市,,大埆甲１２１４－６

７８１-１１９２ 土佐市役所,高知県,土佐市,高岡町,甲２０１７－１

７８５-８５０１ 医療法人 五月会須崎くろしお病院,高知県,須崎市,緑町,４－３０

７８５-８５７０ 高知県 須崎農業改良晋及センター,高知県,須崎市,西古市町,１－２４

７８５-８５７７ 高知県 須崎林業事務所,高知県,須崎市,西古市町,１－２４

７８５-８５８５ 高知県須崎福祉保健所,高知県,須崎市,東古市町,６－２６

７８５-８５３３ 高知県立 須崎工業高等学校,高知県,須崎市,多ノ郷和佐田甲,3-６７

７８５-８５７４ 須崎県税事務所,高知県,須崎市,西古市町,１－２４

７８５-８５７６ 須崎耕地事務所,高知県,須崎市,西古市町,１－２４

７８５-８６０１ 須崎市役所,高知県,須崎市,山手町,１－７

７８５-８５１１ 須崎労働基準監督署,高知県,須崎市,緑町,７－１１

７８５-８５２０ 土佐くろしお農業協同組合 (本所）,高知県,須崎市,多ノ郷甲,11-７１

７８５-８５７８ 流域林業活性化センター４万十,高知県,須崎市,西古市町,１－２４

７８５-０１９５ 学校法人 明徳義塾,高知県,須崎市,浦ノ内下中山,１６０

７８８-８５０１ 旭食品 宿毛販売 (株),高知県,宿毛市,和田,３９４５

７８８-８６８６ 宿毛市役所,高知県,宿毛市,桜町,２－１

７８７-０３９２ 土佐清水市役所,高知県,土佐清水市,天神町,１１－２

７８７-８５０１ ４万十市役所,高知県,４万十市,中村大橋通,４-１０

７８１-５２９２ 香南市役所,高知県,香南市,野市町西野,２７０６

７８１-５２９５ 土佐香美農業協同組合,高知県,香南市,野市町西野,２７０４－２

７８１-５４９５ 陸上自衛隊 高知駐屯地,高知県,香南市,香我美町上分,字坂川３３９０

７８１-４２９２ 香美市役所 香北支所,高知県,香美市,香北町美良布,１０９７

７８２-８５０２ 高知工科大学,高知県,香美市,土佐山田町宮ノ口,１８５

７８１-５７９２ 芸西村役場,高知県,安芸郡芸西村,和食,甲１２６２

７８１-５７９３ 土佐あき 農業協同組合 芸西支所,高知県,安芸郡芸西村,和食,甲２１４５－５

７８１-３６９２ 本山町役場,高知県,長岡郡本山町,本山,５０４

７８９-０３９２ 大豊町役場,高知県,長岡郡大豊町,津家,１６２６

７８１-３４９３ ＪＡ土佐れいほく,高知県,土佐郡土佐町,土居,２８４－１

７８１-３４９２ 土佐町役場,高知県,土佐郡土佐町,土居,１９４

７８１-２１９２ いの町役場,高知県,吾川郡いの町,新町,１７００－１

７８１-２１９３ いの町立国民健康保険仁淀病院,高知県,吾川郡いの町,,１３６９

７８１-２４９２ いの町役場 吾北総合支所,高知県,吾川郡いの町,上八川,甲１９３４



７８１-１５９２ 仁淀川町役場,高知県,吾川郡仁淀川町,大崎,１２４

７８１-１８９２ 仁淀川町役場 仁淀総合支所,高知県,吾川郡仁淀川町,森,２５７１

７８９-１２９２ 佐川町役場,高知県,高岡郡佐川町,甲,１６５０－２

７８５-０６９５ 梼原町役場,高知県,高岡郡檮原町,梼原,１４４４－１

７８１-２１９４ 日高村役場,高知県,高岡郡日高村,本郷,６１

７８５-０５９５ 津野町役場 西庁舎,高知県,高岡郡津野町,力石,２８７０

７８６-８５０１ ４万十町役場,高知県,高岡郡４万十町,琴平町,１６－１７

７８６-０３９３ ４万十町役場 大正地域振興局,高知県,高岡郡４万十町,大正,３８０

７８７-０８９２ 三原村役場,高知県,幡多郡三原村,大字来栖野,３４６

７８９-１７９５ 黒潮町役場 佐賀総合支所,高知県,幡多郡黒潮町,佐賀,１０９２－１

７８９-１９９２ 黒潮町役場,高知県,幡多郡黒潮町,入野, 1-１９




