
管轄警察署・庁舎 事業所名

高知 ＮＴＴﾋﾞｼﾞﾈｽｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ(株)高知ﾋﾞｼﾞﾈｽ営業部

高知 (株)オリエントコーポレーション高知支店

高知 高知医療生活協同組合高知生協病院

高知 （株）タカチ測建

高知 カナヱ商事(株)高知支店

高知 (株)ゼンリン高知営業所

高知 (医)さくらの里だいいちリハビリテーション病院

高知 （宗)天理教高知大教会

高知 (株)サニーフーヅ

高知 （株）岡村文具

高知 高知県警察本部　刑事部捜査第一課

高知 (株)高知新聞社

高知 高知重炭(株)

高知 住友不動産（株）高知営業所

高知 （株）日本トリム高知支社

高知 キャノンシステムアンドサポート（株）高知営業所

高知 (株)釜原鉄工所

高知 日本郵便(株)　高知中央郵便局第一集配営業部

高知 （株）高知新聞企業

高知 (株)ツムラ　高松支店高知営業所

高知 四電ビジネス(株)高知支店

高知 （株）フィット高知本店

高知 不二電気工芸(株)

高知 (有)レインボーコンクリート

高知 アビリティーセンター（株）

高知 （株）穴吹コミュニティ高知営業部

高知 （株）ダイセイ

高知 ＴＯＴＯ四国販売(株)高知支店

高知 高知県警察本部生活安全部　少年課

高知 （株）スリーエス警備

高知 高知市役所道路管理課道路補修係

高知 （株）ローソン高知

高知 チカミミルテック(株)

高知 協和キリン(株)高知営業所

高知 （有）タナノ電気

高知 （株）土佐塾

高知 （株）スリーキューブ

高知 (株)サン土木コンサルタント

高知 (株)四国ダスキン

高知 損害保険ジャパン（株）

高知 河野製紙(株)

高知 (株)三葉

高知 高知ダイハツ販売(株)高知中央店

高知 高知労働局

高知 四国電力送配電（株）高知支社　電力部　高知変電センター

高知 (株)高橋商事

高知 三浦工業（株）高知支店

高知 住友ファーマ(株)高知営業所
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高知 西岡燃料(株)

高知 日特建設（株）高知営業所

高知 四銀総合リース(株)

高知 太平ビルサービス(株)

高知 高知トヨペット(株)

高知 日本郵便(株)　高知中央郵便局ゆうパック推進室

高知 (株)田部

高知 自衛隊高知地方協力本部

高知 高知県中山間振興・交通部交通運輸政策課

高知 (学)暁の星学園高知聖母幼稚園

高知 高知市鏡庁舎

高知 (学)清和幼稚園

高知 日本電気（株）高知支店

高知 日成土木(株)

高知 (株)カワニシ松山支店　高知営業所

高知 (株)USEN高知支店

高知 中国四国農政局高知支局

高知 (株)四国トライ

高知 高知県警察本部刑事部　鑑識課

高知 テルウェル西日本（株）四国支店　高知営業支店

高知 橘屋商事(株)

高知 日進商事(株)

高知 (株)伊予銀行高知支店

高知 (株)高知広告センター

高知 （株）ISSリアライズ高知営業所

高知 三菱電機ビルソリューションズ(株)高知支店

高知 高知県土地開発公社

高知 （株）三谷組

高知 荒川電工(株)

高知 (株)ネクスト　オカモト

高知 東芝ﾃｯｸｿﾘｭｰｼｮﾝｻｰﾋﾞｽ（株）高知サービスステーション

高知 日本赤十字社高知県支部

高知 (株)愛媛銀行　高知支店

高知 大一設備(株)

高知 高知県公立大学法人

高知 ナブコドア（株）高知営業所

高知 陽和産業(株)

高知 武田薬品工業(株)GI香川高知エリア

高知 (株)第一興商　高知支店

高知 高知市上下水道局海老ノ丸ポンプ場

高知 (株)高知自動車協会高知自動車学校

高知 損保ｼﾞｬﾊﾟﾝパートナーズ（株）高知支店

高知 （株）ＪＳＰ高知本社

高知 Meiji Seika ファルマ(株)医薬中四国支店　高知営業所

高知 (株)STNet　高知支店

高知 ＮＴＴアノードエナジー（株）高知支店

高知 土佐通信システム(株)

高知 北村商事(株)
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高知 宮地電機(株)電材住建営業部　高知支店

高知 (株)森熊高知営業所

高知 高知市役所

高知 高知税務署

高知 （株）ヨコヤマ

高知 (株)高知中央自動車学校

高知 （有）マエダテント

高知 岡村化成(株)

高知 税理士法人アラタ

高知 （有）中山商事

高知 タニコー（株）高知営業所

高知 南海農薬（株）

高知 高知県文具(株)

高知 （株）ツクイスタッフ高知支店

高知 （株）ほっとこうち

高知
日立グローバルライフソリューションズ（株）

西日本統括サービス統括部　高知サービスデポ

高知 大家建材(株)

高知 （株）高知電子計算センター

高知 （株）ＬＩＸＩＬ高知営業所

高知 （有）大国

高知 三井住友海上火災保険(株)高知支店

高知 三井住友海上あいおい生命（株）

高知 AIG損害保険（株）高知支店

高知 高知県警察本部刑事部　捜査第二課

高知 （公社）高知県建設技術公社

高知 (株)久寿屋商事

高知 （株）ワークスタッフ高知営業所

高知 （株）デンソーソリューション四国支社　高知支店

高知 （一財）日本森林林業振興会高知支部

高知 (株)丸三

高知 (医)治久会

高知 (有)貸衣裳ひよしや

高知 ＭＳ四国（株）高知支店

高知 （株）日本政策金融公庫高知支店　国民生活事業

高知 高知信用金庫第２センター

高知 ギフトガーデンルピナス

高知 OKIクロステック（株）高知支店

高知 タイヘイ（株）高知営業所

高知 （有）岡林塗装

高知 ＡＬＳＯＫ高知(株)

高知 大和ハウスリフォーム（株）西日本支社　高知営業所

高知 ＳＥＲＡ建設（株）

高知 グローリー（株）高知営業所

高知 丸岡(株)

高知 (株)工栄

高知 四電エナジーサービス株式会社(株)高知支店

高知 栄産業（株）
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高知 四国旅客鉄道（株）ワープ高知支店

高知 （株）フタガミイエローハット高知インター店

高知 (株)金剛

高知 大和リビング（株）高知営業所

高知 ＮＥＣフィールディング（株）高知営業所

高知 キッセイ薬品工業（株）高知営業所

高知 松影機工(株)

高知 (株)西日本科学技術研究所

高知 四国労働金庫高知支店

高知 四国労働金庫高知東支店

高知 （株）ドリーマー高知葬祭館

高知 （株）ジャパンビバレッジ高知支店

高知 （株）フレアス　高知事業所

高知 四国プレコン（株）

高知 （株）土佐ユニオンパック

高知 積水ハウス（株）四国カスタマーズセンター　高知オフィス

高知 （株）スズキ自販高知スズキアリーナ上町

高知 訪問看護ステーションデューン高知

高知 四国化薬(株)

高知 三和シャッター工業（株）高知営業所

高知 総合あんしんセンター

高知 （株）スズキ自販高知アリーナ金田

高知 パナソニックリビング中四国（株）高知営業所

高知 積水ハウス不動産中国四国（株）高知賃貸営業所

高知 スーパーオートバックス高知御座

高知 税理士法人　刈谷＆パートナーズ

高知 荒井金属(株)

高知 訪問介護ステーションリカバリー高知　高知事務所

高知 (有)高知街清掃

高知 (有)内田文昌堂

高知 (株)四国日立システムズ高知支店

高知 大和ハウス賃貸リフォーム（株）中四国支店　高知営業所

高知 高知県警察本部　生活安全部地域課

高知 児童発達支援センターしんほんまち

高知 (株)高南設備工業

高知 高知県高知土木事務所

高知 （株）ジェイエイ高知市　ガス事業課

高知 四国葬祭(株)

高知 シーアイマテックス（株）四国支店

高知 アサヒドラフトマーケティング（株）四国支社　高知支店

高知 高知県環境農業推進課

高知 増田商事(株)高知営業所

高知 （株）ウインライフ高知支店

高知 （株）ホンダカーズ中高知　U-Select中高知

高知 (医)杏林会高知ハーモニーホスピタル

高知 （株）ネクステージ高知店

高知 (株)和住工業

高知 (有)池商店
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高知 四国石油(株)

高知 高知医療生活協同組合本部事務局

高知 生協介護の窓口

高知 訪問看護ステーション生協れいんぼー

高知 すずめ共同作業所

高知 すずめ旭天神センター

高知 高知市北消防署

高知 大宮建設(株)

高知 （株）西四国マツダ高知支店

高知 土佐酸素(株)本社

高知 丸仁商事（株）

高知 積水ハウスリフォーム（株）四国営業所　高知リフォームセンター

高知 高知ケンベイ（株）

高知 丸美商事(株)

高知 高知商業高等学校

高知 (株)ジツタ高知支店

高知 SUITE　VILLA　SCENE'S（スイート　ヴィラ　シーンズ）

高知 高知市農業協同組合グリーンファーム横内店

高知 （株）三宝工務店

高知 高知日産プリンス販売(株)旭支店

高知 フクダ電子四国販売（株）高知営業所

高知 ネッツトヨタ高知(株)

高知 四国森林管理局

高知 日本たばこ産業(株)高知支社

高知 （株）商工組合中央金庫高知支店

高知 （株）シンゲン

高知 藤本石油(株)

高知 富士フィルムヘルスケアシステムズ（株）高知サービスステーション

高知 （有）トーゴー

高知 （株）全日本エンタープライズ

高知 キリンビール(株)高知支店

高知 由佐建設（有）

高知 高知県警察本部　刑事部組織犯罪対策課

高知 入交石油(株)

高知 高知警察署

高知 (医)尚志会愛幸病院

高知 (一財)四国電気保安協会高知支部

高知 共栄火災海上保険（株）四国支店　高知支社

高知 (株)四国銀行

高知 (株)シーメック

高知 (株)高知ユニフォームセンター

高知 コニカミノルタジャパン（株）高知事務所

高知 土佐鶴酒造（株）高知支店

高知 日本郵便(株)　高知中央郵便局第二集配営業部

高知 高知溶材(株)

高知 富士フィルムビジネスイノベーションジャパン(株)高知営業所

高知 高知さんさんテレビ(株)

高知 （有）ナースケア
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高知 （有）高知かねた青果

高知 大東建託リーシング（株）高知店

高知 高知県木材増産推進課

高知 中外製薬(株)高知オフィス

高知 西日本電信電話（株）高知支店

高知 (株)高知放送

高知 福留開発(株)

高知 高知市消防局

高知 （株）ホンダカーズ中高知

高知 （株）彩都建設

高知 バイエル薬品(株)高知営業所

高知 (株)みずほ銀行高知支店

高知 (株)ヒロマツ

高知 （株）ウイルウイル本部

高知 （株）ホンダカーズ中高知万々店

高知 野村證券(株)高知支店

高知 損害保険ジャパン日本興亜（株）高知保険金サービス課

高知 持田製薬（株）高松事業所　高知分室

高知 (株)八州包装センター

高知 高知県農業協同組合農畜産部　畜産課

高知 （株）宮崎技建

高知 高知ケーブルテレビ(株)

高知 高知石油(株)

高知 （有）東央警備

高知 全国共済農業協同組合連合会高知県本部

高知 (医)高田会

高知 （株）東京海上日動パートナーズ中国四国高知支店高知支社

高知 (公財)高知県観光コンベンション協会

高知 四国旅客鉄道（株）高知電気区

高知 (株)建通新聞社四国支社高知支局

高知 (株)きさらぎ本社

高知 ミサワホーム四国（株）高知支店

高知 (有)高知事務機

高知 （株）ファミリーマート高知西営業所

高知 高知県総務部管財課

高知 (株)中島工務店

高知 関西麺業(株)

高知 児童養護施設子供の家

高知 高知県中央西県税事務所

高知 （株）日産サティオ高知

高知 大和証券(株)高知支店

高知 明神石油(株)

高知 東建コーポレーション（株）高知支店

高知 大和ハウス工業（株）四国支社　高知出張所

高知 和光商事(株)

高知 高知日産プリンス販売（株）ギャラリー御座

高知 (医)恕泉会企画室

高知 小野薬品工業(株)西日本営業統括部　中国四国支店
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高知 （株）ファミリーマート高知東営業所

高知 高菱電機(株)

高知 ベルモニー会館　インター通り

高知 ベルモニー会館知寄

高知 (社福)高知市社会福祉協議会

高知 (株)テレビ高知

高知 フクダライフテック四国（株）高知営業所

高知 高知赤十字病院

高知 (株)百十四銀行高知支店

高知 （株）山の上の仲間たち

高知 東京海上日動火災保険(株)高知支店

高知 (株)鍛造連

高知 綜合警備保障(株)高知支社

高知 （株）ドコモ　CS四国高知支店

高知 （株）入交学服

高知 トヨタL&F西四国（株）高知支店

高知 (株)山崎猛商店

高知 桜井水道用品(株)

高知 （株）ティーネットジャパン四国支社高知営業所

高知 （株）徳島大正銀行高知支店

高知 しごと・生活サポートセンターウェーブ

高知 (株)高知銀行

高知 （株）三王建設

高知 富士古河Ｅ＆Ｃ（株）高知営業所

高知 (株)高知大丸

高知 四国明治（株）高知支店

高知 （有）ホウセイ

高知 日星警備保障（有）

高知 （株）山善工務店

高知 (株)永野基礎

高知 日本放送協会高知放送局

高知 （株）ヒワサキ

高知 STKテクノ（株）高知サービスセンター

高知 (株)末徳屋医療器店

高知 高知鯨(株)

高知 (株)サンシャインチェーン本部

高知 高知県警察本部　警備部警備第一課

高知 こくみん共済coop＜全労済＞高知推進本部

高知 （株）高新販売オリコミ社

高知 高知県庁生協配送センター

高知 （一社）高知県農業会議

高知 （株）インフラマネジメント

高知 東芝テック（株）高知営業所

高知 （株）ゆうちょ銀行高知店

高知 関(株)

高知 (株)サニクリーン四国高知支店

高知 （有）西村謄写堂

高知 （株）アメニティーハウス高知店
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高知 四国電設工業（株）高知営業所

高知 四国地方整備局土佐国道事務所

高知 (株)高知前川種苗

高知 高知第一薬品(株)

高知 四国旅客鉄道(株)高知保線区

高知 高知レンタカー

高知 （有）山重食肉

高知 高知トヨタ自動車(株)

高知 みのり監査法人高知オフィス

高知 （株）秀光ビルド高知店

高知 医療法人　南の風みなみの風診療所

高知 高知県警察本部交通部　交通指導課

高知 新進建設(株)

高知 (株)高知ガス

高知 （株）玉井

高知 高知丸果中央青果(株)

高知 (株)三共住宅サービス

高知 （社福）昭和会昭光園

高知 (株)帝国データバンク高知支店

高知 高知県住宅供給公社

高知 (株)三翠園

高知 アルフレッサ篠原化学(株)

高知 高知トヨタ自動車（株）レクサス高知

高知 高知トヨタ自動車（株）Volkswagen高知

高知 高知トヨタ自動車（株）一文橋ステーション

高知 谷本物流(株)

高知 リコージャパン（株）高知支社

高知 四国建販(株)高知支店

高知 (有)とり丑精肉店

高知 (医)川村会川村病院

高知 (株)中田建設

高知 四国情報管理センター(株)

高知 （株）デミック四国　高知支店

高知 (株)コーベックス

高知 ワタキューセイモア（株）四国支店　高知営業所

高知 高知市障害者福祉センター

高知 （株）ケンジン

高知 高知電気建設(株)

高知 アグリビジネス高知(株)

高知 天台宗修験道宝蔵院

高知 朝日生命保険相互会社高知支社

高知 四国管財(株)

高知 西日本自動車共済協同組合高知県支部

高知 アサヒビール(株)高知支社

高知 四国電力(株)高知支店

高知 四国電力送配電（株）高知支社

高知 クリエイト（株）中四国支店　高知営業所

高知 社会医療法人　近森会
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高知 （株）慶尚

高知 第一三共（株）高知営業所

高知 大和リース（株）高知営業所

高知 (株)共進商事

高知 (学)みかづき学園

高知 トヨタカローラ高知（株）金田店

高知 トヨタカローラ高知（株）BPセンター

高知 セントケア訪問看護ステーション高知

高知 セントケア　高知

高知 花王フィールドマーケティング（株）

高知 花王グループカスタマーマーケティング（株）高知オフィス

高知 高知県農業協同組合共済事業本部

高知 高知県農業協同組合信用事業本部

高知 穴吹興産（株）高知支店

高知 ダンロップタイヤ四国（株）高知営業所

高知 応用地質(株)高知営業所

高知 （株）富士通四国インフォテック高知事業所

高知 ホテルマネージメントインターナショナル（株）ザ　クラウンパレス新阪急高知

高知 四国パイプ工業(株)

高知 （株）建築資料研究社高知支店

高知 （株）リアン

高知 宮地電機(株)住宅営業部

高知 穴吹不動産流通（株）高知店

高知 科研製薬（株）松山営業所　高知事務所

高知 高知県警察本部　生活安全部生活環境課

高知 （株）ユーエスケー

高知 （株）サイドバイサイドデイサービスむすび葉３プラス

高知 （株）サイドバイサイドデイサービスむすび葉plus

高知 (株)マルミ歯科商店

高知 (医)恕泉会通所介護あゆみ道場

高知 (医)おくら会藤戸病院

高知 (医)恕泉会通所リハビリ

高知 （社福）恕泉会訪問リハビリ

高知 南海測量設計（株）高知支店

高知 (有)ワールドミュージック

高知 （有）アーバンエンジニヤリングデイサービス　やえもん

高知 東海東京証券（株）高知支店

高知 (特医)竹下会

高知 山村病院 鏡居宅サービス事業所

高知 (学)高知学園小中高部

高知 富士通ｴﾌｻｽ西日本ｶｽﾀﾏｰｻｰﾋﾞｽ（株）高知事業所

高知 日本ベーリンガーインゲルハイム(株)高知営業所

高知 尾崎建設(株)

高知 （有）山下工務店

高知 （株）エムエフシー

高知 （株）四国銀行本店営業部

高知 ララシャンス迎賓館

高知 ツクイ高知東雲
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高知 (株)シバタ高知支店

高知 高知県信用農業協同組合連合会

高知 （株）アッシェ

高知 中国四国管区警察局四国警察支局　高知県情報通信部

高知 和建設(株)

高知 サン・システム（株）

高知 （株）タカビシ食品

高知 （有）四国車体用品商会

高知 とさでん交通（株）航空旅行本部旅行事業部旅行営業課

高知 朝日生命保険相互会社高知支社高知営業所

高知 (医)仁栄会　島津病院

高知 （株）かんぽ生命保険高知支店

高知 大伸フーズ(株)

高知 （有）西純電業

高知 大旺新洋(株)高知事業所

高知 （株）ツバメガス

高知 横山麺業(株)

高知 MSD（株）高知営業所

高知 （一社）高知県移住促進・人材確保センター

高知 元木青果（株）

高知 （株）カマハラ鋳鋼所

高知 (株)高知電気

高知 （株）穴吹ハウジングサービス分譲管理四国事業部

高知 （株）四国銀行木屋橋支店

高知 高知県漁業管理課

高知 (株)オサシ・テクノス

高知 (医)須藤会土佐病院

高知 （株）ゆうちょ銀行高知パートナーセンター

高知 高知中央郵便局

高知 （株）穴吹ハウジングサービス

高知 (株)ヤマテパン

高知 （有）前里工務店

高知 (株)城西館

高知 サービス付き高齢者向け住宅おあしす青柳

高知 ＹＫＫＡＰ(株)高知支店

高知 (有)川﨑鉄筋

高知 (一社)日本自動車連盟高知支部

高知 (株)マツダ住宅サービス

高知 ブリストル・マイヤーズスクイブ（株）高知営業所

高知 タマホーム（株）高知支店

高知 四国ビルウェア（株）高知営業所

高知 (株)ホンダカーズ高知高知インター店

高知 アールシステム（株）

高知 （有）渡辺建設

高知 (株)大幸水産

高知 高大建設(株)本社

高知 清水建設（株）四国支店　高知営業所

高知 (株)サニーマート
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高知 高知県警察本部警備部　警備第二課

高知 (株)日東商事

高知 （一社）高知県山林協会

高知 大宝酒類販売(株)

高知 （株）エレパ

高知 (医)健会  高知検診クリニック

高知 丸和林業(株)

高知 高知県土地改良事業団体連合会

高知 (社福)山寿会

高知 （株）大藤

高知 高知県信用保証協会

高知 セコム高知(株)

高知 （株）栄和電機

高知 （株）コトブキ

高知 ニチイケアセンター高知

高知 (有)スズキ設備工業

高知 (社医)仁生会細木病院

高知 税理士法人アクティーフ

高知 （株）高知青果市場

高知 ホテル日航高知　旭ロイヤル

高知 日本年金機構高知西年金事務所

高知 ケンショー物産（株）

高知 (株)ノーベル

高知 （株）ＪＡメモリアルこうちルミエールこうち

高知 （株）ＪＡメモリアルこうち生花事業所

高知 ケイエスエー・プロテック(株)

高知 土佐魚類(株)

高知 （株）トーカイ高知営業所

高知 学校法人龍馬学園

高知 （有）四国浄管円行寺事業所（みず再生システム事業部）

高知 長崎テクノ(株)

高知 （株）FPパートナー高知支社

高知 西内（株）

高知 (株)地研

高知 堀部建設（株）

高知 NTT西日本ビジネスフロント（株）高知支店　高知営業所

高知 （株）ドコモビジネスソリューションズ四国支社　高知支店

高知 (有)四国浄管

高知 （株）トラスト建設

高知 森岡工業（株）

高知 (株)サニックス高知営業所

高知 高知県土木部建築課

高知 高知県衛生環境研究所

高知 （株）フタガミ建築事業部

高知 (有)ダイワ建装

高知 ＴＯＴＯ（株）四国支社　高知営業所

高知 四国電力送配電（株）高知支社電力部　高知送電センター

高知 (株)昭和電気工業
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高知 （株）関洋紙店

高知 弘進商事(株)

高知 （有）成光建設

高知 (株)鈴木金物センター

高知 (株)四国環境管理センター

高知 松田医薬品（株）

高知 ニューコウチビル（株）

高知 高知県建具協同組合

高知 ニチイケアセンター愛宕

高知 高知県警察本部警務部　装備施設課

高知 綿久リネン(株)四国支店　高知営業所

高知 (株)近藤工務店

高知 （株）高販

高知 ネッツトヨタ南国(株)

高知 日新火災海上保険(株)高知サービス支店

高知 (株)島崎建設

高知 杏林製薬（株）高知営業所

高知 （株）日立ビルシステム高知営業所

高知 (株)双葉造園

高知 四国広瀬産業(株)

高知 四国通建（株）高知支店

高知 興和技建(株)

高知 （株）山忠

高知 (株)藤島

高知 レオパレスセンター　高知店

高知 イトウ工業(株)

高知 (株)高知ハウス

高知 ＳＭＢＣ日興証券(株)高知支店

高知 高知ロック(株)

高知 エーザイ(株)高知コミュニケーションオフィス

高知 日本郵便(株)　高知中央郵便局第三集配営業部

高知 (医)新松田会

高知 (有)中納言

高知 (有)日本タイプ商会

高知 (株)タカラ塗装

高知 丸平工業(株)

高知 (株)宮川青果

高知 キヤノンメディカルシステムズ(株)高知サービスセンタ

高知 内田塗料(株)

高知 (有)乾佛具店

高知 田辺三菱製薬(株)高知営業所

高知 あいおいニッセイ同和損害保険(株)高知支店

高知 (有)西日本警備保障

高知 (株)エフティオー

高知 旭化成ファーマ(株)医薬四国支店 高知営業所

高知 四国機器(株)高知営業所

高知 代行よこはま

高知 代行運転新テクノ
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高知 代行運転中央

高知 代行運転サン企画

高知 愛妻代行運転

高知 くろしお代行運転

高知 大和代行

高知 グリーン代行高知

高知 代行龍馬

高知 エース代行

高知 代行パンち

高知 代行　ゆすはら

高知 代行サービス

高知 代行運転グライド

高知 令和運転代行

高知 隼運転代行

高知 代行運転ｓａｔｏ

高知 企画センター

高知 大吉代行

高知 代行　ライフ

高知 （株）Ｆ．Ｉ．Ｇ代行運転　福ちゃん

高知 代行　松本

高知 新四国代行運転

高知 いちご代行

高知南 高知市クリーンセンター

高知南 (株)明洋

高知南 （有）リースキン高知

高知南 高知南警察署

高知南 エイジス四国（株）高知DO

高知南 (株)吉永室内工芸

高知南 高知県立障害者スポーツセンター

高知南 （有）寿運送

高知南 （株）SEED

高知南 (株)おの

高知南 高知ハビリテーリングセンター

高知南 （株）ＮＩＰＰＯ高知出張所

高知南 (株)四国日立高知支店

高知南 四国スバル(株)

高知南 （株）スズキ自販高知スズキアリーナ高知朝倉

高知南 四国通建（株）潮江NW事務所

高知南 (株)川村生コンクリート工業

高知南 (株)四電工高知支店

高知南 （株）きんでん高知営業所

高知南 国土交通省　四国地方整備局高知河川国道事務所

高知南 くるみ幼稚園

高知南 医療法人財団千葉健愛会あおぞら診療所　高知潮江

高知南 山壽工務店

高知南 高知県立高知工業高等学校

高知南 (株)ツヅラ

高知南 （株）日本綜合警備保障

13 / 61 ページ



管轄警察署・庁舎 事業所名

高知南 （有）ヨシモト設計コンサルタンツ

高知南 （有）馬場建材店

高知南 （株）NTTフィールドテクノ高知設備部

高知南 鏡生ｺﾝｸﾘｰﾄ（株）

高知南 （株）新南国警備

高知南 (株)光テック

高知南 旭ブロック建設(株)

高知南 こうち生活協同組合中央支所

高知南 （有）きむら

高知南 ローレルバンクマシン（株）高知営業所

高知南 三協テック（株）四国　高知支店

高知南 モリミツ石油(株)

高知南 高知県中央児童相談所

高知南 (有)光良建設

高知南 (株)三藤商会

高知南 （株）城南タイヘイ

高知南 （株）LIXIL　ﾄｰﾀﾙｻｰﾋﾞｽ　四国支店西四国営業所 高知事業所

高知南 (医)精華園海辺の杜ホスピタル

高知南 高知南郵便局

高知南 高知市上下水道局

高知南 （有）香川硝子卸店

高知南 （株）ヤマト電設

高知南 (株)横浜クラブ天然温泉はるのの湯

高知南 (株)豊栄電気工事

高知南 みたに産業(株)

高知南 ミドリ警備(株)

高知南 （株）東洋電化テクノリサーチ

高知南 (社福)せと

高知南 三菱ふそうトラック・バス(株)西四国ふそう　高知支店

高知南 （株）山元

高知南 (株)日東水道

高知南 東洋電化工業(株)

高知南 冨士設計（株）

高知南 (株)栗田商店

高知南 在宅介護支援事業所サイタ

高知南 日本道路(株)高知営業所

高知南 パワーコムエンジニアリング（株）

高知南 (株)タイヘイ

高知南 土佐酸素（株）高知工場

高知南 高知市中央消防署

高知南 旭フレッシュ（株）

高知南 ロジスネクスト四国（株）南竹島サービスセンター

高知南 (株)富士薬品高知営業所

高知南 （株）ブルケン四国高知営業所

高知南 高知市南消防署

高知南 協和道路（株）高知営業所

高知南 特定非営利活動法人高知県自閉症協会

高知南 サンコー（株）高知営業所
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高知南 高知市管工事設備業協同組合

高知南 三菱電機住環境システムズ（株）中四国支社　高知支店

高知南 宇治電化学工業(株)

高知南 （株）海成

高知南 （有）岡村蒲鉾

高知南 ホシザキ四国(株)高知中央営業所

高知南 (株)北村塗装店

高知南 高知日産プリンス販売(株)土佐道路支店

高知南 高知トヨタ自動車（株）トヨタワー　土佐道路店

高知南 東和薬品（株）高知営業所

高知南 久保建設(株)

高知南 （株）富士

高知南 土佐塾中高等学校

高知南 （有）金高堂書店

高知南 （株）あなぶきクリーンサービス高知支店

高知南 (学)宮地学園杉の子せと幼稚園

高知南 四国ガス産業（株）高知営業所

高知南 在宅介護センター　わかくさ

高知南 （株）土佐レジン

高知南 （株）フジフジグラン高知

高知南 (社福)ふるさと会

高知南 セイワ建商(株)

高知南 (株)高知清掃センター

高知南 (医)永島会　　永井病院

高知南 高松帝酸（株）高知営業所

高知南 本越建設(株)

高知南 イカリ消毒（株）高知営業所

高知南 （株）R・KAIKO

高知南 ロジスネクスト四国（株）高知支店

高知南 （株）ユニマットライフ高知営業所

高知南 ツカサ重機（株）

高知南 (有)エフ・エー建設工業

高知南 三洋薬品HBC（株）高知営業所

高知南 (株)高知県生花市場

高知南 四国医療サービス(株)

高知南 (株)馬場工務店

高知南 （有）森岡製麺

高知南 福祉牧場おおなろ園

高知南 豊国自動車販売(株)

高知南 (医)高潮会

高知南 (株)四国清掃工業

高知南 四国岩谷産業(株)高知支店

高知南 ビッグウッド　高知桂浜店

高知南 （株）日産サティオ高知ココパルコ

高知南 ダンロップタイヤ四国（株）タイヤセレクト高知朝倉

高知南 (株)野本木工所

高知南 新進電気販売（株）

高知南 （有）川島住設
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高知南 （有）明成建設

高知南 乾防災(株)

高知南 国土第一警備保障（株）

高知南 （有）舞高電設

高知南 （株）アイネクスト

高知南 認定こども園春野学園

高知南 （株）片岡電気工事

高知南 (株)ＳＫＫ

高知南 高知市立針木学校給食センター

高知南 高知市立長浜学校給食センター

高知南 高知トヨペット(株)ヴィユーあさくら

高知南 （株）ホンダクリオ高知土佐道路店

高知南 （株）ホンダカーズ高知　朝倉店

高知南 （有）西村興業

高知南 関日野出（株）

高知南 フクシマガリレイ（株）高知営業所

高知南 （有）アカデミー商社

高知南 大和冷機工業（株）高知営業所

高知南 (有)小川自動車工業所

高知南 入交ガス（株）

高知南 ひびき産業（株）

高知南 (株)光栄鉄工所

高知南 （株）フリーエッグ大元

高知南 SKTテクノ（株）高知サービスセンタ

高知南 (株)マサキ・ウェルフェア

高知南 近森食品（株）

高知南 日進設備工業(株)

高知南 （株）ウェルネスフロンティアジョイリハ　土佐道路

高知南 南部障害者福祉センター

高知南 村上産業（株）高知支店

高知南 サバティ高知河ノ瀬店

高知南 春野あじさい会館

高知南 (有)長﨑電機

高知南 フソー化成(株)

高知南 ヴェオリア・ジェネッツ（株）

高知南 （株）リスクマネージメント

高知南 （株）コーワン

高知南 （株）四電工高知営業所

高知南 （株）四電工高知支店　高知建設所

高知南 日産電機(株)

高知南 ツクイ高知　神田

高知南 （株）四電工　高知支店高知情報通信センター

高知南 紀和工業(株)

高知南 （株）都市美粧建設

高知南 （株）慶尚

高知南 ＵＣＣコーヒープロフェッショナル（株）高知支店

高知南 （株）グリーンクロス高知支社

高知南 高知ビル美装（有）
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高知南 (有)土居食品

高知南 （株）エルマン

高知南 藤本塗料興業(株)

高知南 三和機工（株）

高知南 （社福）高春福祉会

高知南 （株）海昌

高知南 不二プラント（株）

高知南 (有)市川自動車工業所

高知南 三光商事（株）

高知南 (株)大進

高知南 フジケンエンジニアリング（株）高知事業所

高知南 トヨタカローラ高知（株）朝倉店

高知南 （一社）高知市労働事業協会

高知南 山下電機(株)

高知南 ワシオ工業（株）

高知南 (株)高知クリエイト

高知南 （株）Gio

高知南 （株）晃生商会

高知南 ワジキ産業(株)

高知南 （株）津島工業

高知南 四国段ボール(株)高知工場

高知南 パーツセンター高知(株)

高知南 ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝﾀｲﾔｿﾘｭｰｼｮﾝｼﾞｬﾊﾟﾝ（株）四国カンパニー　高知西営業所

高知南 （有）神岡組

高知南 中城建設（株）

高知南 高知海上保安部

高知南 合同会社　MARO

高知南 (株)高知県中央青果市場

高知南 （株）蠣三珈琲高知支店

高知南 公益社団法人　高知県看護協会こうち看護協会訪問看護ステーション

高知南 ミタニ建設工業(株)本社

高知南 (株)北岡工務店

高知南 清和アグリス(株)

高知南 （株）FIRST　RATE訪問看護ステーションLOCAL

高知南 大東建託（株）高知支店

高知南 高知三菱自動車販売（株）

高知南 酔鯨酒造（株）

高知南 認定こども園杉の子幼稚園

高知南 (学)若草幼稚園

高知南 (株)高知ランドリー本社

高知南 (株)高知林業

高知南 （独）高齢・障害・求職者雇用支援機構　高知支部

高知南 特定非営利活動法人脳損傷友の会高知青い空

高知南 (社福)高知県社会福祉協議会

高知南 (医)弘仁会岡林病院

高知南 (株)ホンダカーズ高知城山店

高知南 (有)加地食品

高知南 （株）サイドバイサイドデイサービスむすび葉
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高知南 日本冷機(株)

高知南 四国水道工業(株)

高知南 四国三研工業（株）

高知南 (有)高坂設備清掃

高知南 ワールドスポーツ（株）

高知南 (株)松村農園商品センター

高知南 土佐ガス（株）ａｉco

高知南 土佐ガス（株）横浜ガスセンター

高知南 いすゞ自動車中国四国（株）四国支社　高知支店

高知南 (株)野々宮工業

高知南 高知市農業協同組合朝倉支所

高知南 （株）高建総合コンサルタント高知支店

高知南 （株）フォステクノ四国高知支店

高知南 (株)轟組

高知南 （株）マナベインテリアハーツ高知店

高知南 道路資材(株)

高知南 高知県競馬組合

高知南 岡林釣具(株)

高知南 (株)マインドガス

高知南 (学)上田学園へいわ幼稚園

高知南 (株)オサキ

高知南 （社福）香南会総合福祉ゾーンもとちかの里

高知南 (株)セブン電機

高知南 旭環境スポーツ施設（株）

高知南 岸防水工業（有）

高知南 小田建材店(有)

高知南 (株)尾﨑塗装工業

高知南 株式会社土佐御苑ＨＯＴＥＬ　ＳＰ　-ｈａｒｕｎｏ-

高知南 （株）オアシス・イラボレーション

高知南 (有)パーカー自動車

高知南 ヤツデ・ファクトリー（株）

高知南 セコム高知（株）高知南営業所

高知南 正和電機(株)

高知南 （有）ダスキン高知

高知南 （株）Ｌｉｆｅ　ｃｈａｎｇｅ忠さんの看護ステーション

高知南 ＪＳＳスイミングスクール高知

高知南 須工ときわ(株)

高知南 五藤建設(株)

高知南 (株)はりま家

高知南 (社福)長い坂の会特別養護老人ホーム　やすらぎの家

高知南 日本化工(株)

高知南 （株）トミイチ企画

高知南 高知矢崎商事(株)

高知南 （株）エスロック

高知南 (公財)高知県総合保健協会

高知南 （株）吹付商会

高知南 国立大学法人高知大学

高知南 愛が鍾まる（株）てのひら訪問看護リハビリステーション
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高知南 （一社）高知在宅ケア支援センター

高知南 (有)弘田電設

高知南 （株）イロアイデイサービスセンター　イロアイ

高知南 布亀（株）

高知南 高知市上下水道局針木浄水場

高知南 （株）アールズ

高知南 （有）ティーオーエスエー

高知南 四国ガス(株)高知支店

高知南 (医)互光会老人保健施設　優

高知南 （有）グランドワークス

高知南 (株)セイミツ

高知南 （有）俵屋

高知南 (医)恕泉会リハビリテーション病院　すこやかな杜

高知南 (株)馬場配管

高知南 とさでん交通（株）運輸本部自動車業務部自動車整備課

高知南 とさでん交通（株）関連事業本部関連事業部広告課

高知南 とさでん交通（株）運輸本部電車事業部電車技術課

高知南 社会福祉法人ザ・ハート・クラブ

高知南 四国リニューアル（株）

高知南 （株）ミライト・モバイル・ウエスト四国支店　高知事務所

高知南 （株）フィックス

高知南 (有)高知清光社

高知南 積水ハウス（株）高知支店

高知南 土佐新高建設(株)

高知南 （株）田所室内装飾

高知南 都市開発コンサルタント（株）

高知南 高知計量（有）

高知南 （株）伸光堂

高知南 （株）キクノ生コン事業部高知工場

高知南 くろしお通信サービス（株）

高知南 (有)坂本工務店

高知南 新高産業（有）

高知南 歩介護事業所

高知南 大東建託パートナーズ（株）高知営業所

高知南 ネッツトヨタ南国（株）あさくら太陽店

高知南 (株)ダスキンサーヴ中国四国ダスキン神田支店

高知南 （有）成友産業

高知南 （株）清野組

高知南 （株）横山電機

高知南 特定医療法人仁泉会朝倉病院

高知南 （有）深瀬電機

高知南 （株）ケーテック

高知南 高知食糧（株）

高知南 関西砕石(株)西分砕石所

高知南 (有)みどり工業

高知南 （株）島田工務店

高知南 (株)洋進

高知南 VAMOS朝二スポーツ少年団
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高知南 帝人ヘルスケア（株）四国支店　高知営業所

高知南 協和製機(株)

高知南 高知県農業協同組合春野支所

高知南 梅ノ辻クリニック

高知南 （社福）ＣＩＪ福祉会

高知南 （株）ニッセイレッツ倶楽部高知西

高知南 (株)宮崎測量設計コンサルタント

高知南 (株)濱田水道工業

高知南 平成福祉専門学校

高知南 特別養護老人ホームうららか春陽荘

高知南 認定こども園潮幼稚学園・うしお保育園

高知南 (株)パステムマツザワ高知営業所

高知南 高知信用金庫第１センター

高知南 （株）レボテック・クリーン

高知南 (株)響建設

高知南 (株)中村農園

高知南 （有）イー・クリーン

高知南 （社福）高知小鳩会

高知南 (有)環境コントロールセンター

高知南 （有）高知打設

高知南 (株)南海ケーブルビジョン

高知南 （株）大和

高知南 代行　impact

高知南 代行タイムリー

高知南 代行sincere

高知南 しおり代行

高知南 EIGHT代行

高知南 Stylish代行

高知南 代行　　半平太

高知南 天神橋運転代行

高知南 代行ロード

高知南 代行明日香

高知南 代行ライト

高知南 代行ＡＱＵＡ

高知南 代行　新めじろ

高知南 アール代行運転

高知南 代行一発取消

高知南 ALOHA代行

高知南 代行みなみ

高知南 オリーブ代行

高知南 代行ＰＩＥＣＥ

高知南 代行新慎太郎

高知南 上町代行運転

高知南 代行運転カエル

高知南 代行　横田

高知南 医療法人　武田会高知鏡川病院

高知南 （株）エステック四国営業所

高知南 高知市春野庁舎
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高知南 代行運転ＥＴ

高知南 三和段ボール(株)

高知南 高知県立春野高等学校

高知南 旭フードサービス（株）

高知南 サクセス工業(株)

高知南 ニッポン高度紙工業(株)

高知南 （有）朝倉商会春野営業所

高知南 (株)中四国クボタ春野営業所

高知南 多機能型障害福祉サービス事業所涅槃の家

高知南 （有）新電気技術

高知南 (有)石元食品

高知南 ヤンマーアグリジャパン（株）春野支店

高知南 日本郵便（株）春野郵便局

高知南 高知県立高知若草特別支援学校

高知南 しゃぶ膳春野店

高知南 （株）エッグメール

高知南 （有）ナカイテレビ

高知南 (有)高橋建材興業

高知南 大林道路(株)高知営業所

高知南 黒潮興業（株）

高知南 (株)ワイジーケイ

高知南 （株）東洋ビジネスソリューションズ

高知南 大林道路（株）高知アスファルト混合所

高知東 伊藤忠ｴﾈｸｽﾎｰﾑﾗｲﾌ四国(株)高知営業所

高知東 （株）ホンダカーズ高知かづらしま店

高知東 四国建設コンサルタント（株）高知支店

高知東 (株)オフコム

高知東 出光リテール販売（株）ファインオイル西日本カンパニー　高知営業所

高知東 高知刑務所

高知東 高知市土佐山庁舎

高知東 高知県警察本部交通部　交通機動隊

高知東 （社福）土佐香美福祉会特別養護老人ホームウェルプラザ高知

高知東 高知太平洋鉱業（株）資源部　鉱業課

高知東 (株)アサヒカガク

高知東 三愛病院

高知東 小山(株)高知営業所

高知東 高知県自動車学校

高知東 マックスバリュ西日本（株）高知営業部

高知東 (学)森本学園

高知東 (株)幸燿高知営業部

高知東 グローバル警備保障（株）

高知東 一一設備工業（株）

高知東 土佐ガス(株)

高知東 中央西農業振興センター高知農業改良普及所

高知東 （株）轟組セリーズ事業部

高知東 (株)シンコール高知営業所

高知東 （株）タニモト　高知営業所

高知東 (株)田村製缶
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高知東 （株）オフィスコーポレーション高知営業所

高知東 (株)ダスキンサニーマート

高知東 （有）山口工業

高知東 (財）夢産地とさやま開発公社

高知東 トヨタカローラ高知(株)

高知東 (有)安全自動車

高知東 大鵬薬品工業（株）高松支店　高知出張所

高知東 （株）ヤマダデンキ家電住まいる館　高知本店

高知東 伊丹産業(株)高知支店

高知東 大旺商事（株）布師田SS

高知東 (有)乾商会

高知東 富士フィルムメディカル（株）高知営業所

高知東 ワタキューセイモア(株)薊野工場

高知東 （株）葛（外字）目電機

高知東 全国農業協同組合連合会西日本　高知施設農住事務所

高知東 南四国スズキ販売（株）

高知東 (株)四国建設センター

高知東 土佐観光施設（株）

高知東 （株）Ｔ-ＯＮＥ

高知東 （株）仙台銘板高知営業所

高知東 （株）一の宮建設

高知東 （株）あじかん高知営業所

高知東 （株）ＪＡエナジーこうち

高知東 （株）太陽

高知東 (株)第一コンサルタンツ

高知東 (株)ヤマサ

高知東 ツヅキインフォテクノ西日本（株）高知営業所

高知東 高知県工業技術センター

高知東 (株)四国中検高知検査所

高知東 東山建設(株)

高知東 （株）ファルコバイオシステムズ高知営業所

高知東 東芝ｺﾝｼｭｰﾏﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ(株)四国支社　高知事務所

高知東 高知市東消防署

高知東 （株）ロイヤルコンサルタント

高知東 大塚製薬（株）高知出張所

高知東 高知東警察署

高知東 (株)シンテック

高知東 南海ヤンマーディーゼル販売(株)

高知東 四国物産（株）高知営業所

高知東 (有)マルキ

高知東 高知市土佐山健康福祉センター

高知東 小松建設(株)

高知東 (株)トサトーヨー

高知東 東部障害者福祉センター

高知東 (医)防治会きんろう病院

高知東 （株）ホンダカーズ高知一宮店

高知東 (株)イリックス

高知東 北陵工業（株）
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高知東 陽和産業(株)建機事業部

高知東 カネタビジネスサービス（株）

高知東 （株）ビー・エム・エル高知営業所

高知東 （株）三幸十市営業所

高知東 (株)タナカショク

高知東 (株)土佐花き園芸市場

高知東 (有)安部商店

高知東 ベルモニー葬祭高知

高知東 （有）前田電設

高知東 こうち生活協同組合本部

高知東 （株）荒谷建設コンサルタント高知支店

高知東 ｼｬｰﾌﾟﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ(株)高知営業所

高知東 （株）ＬＳＩメディエンス

高知東 高知市農業協同組合本所

高知東 渡辺パイプ(株)高知サービスセンター

高知東 (株)庭園センター

高知東 セキスイハイム東四国（株）

高知東 (有)篠原基礎

高知東 (株)イトウテック

高知東 （株）ドリーマー

高知東 (有)浦戸整備工業

高知東 （株）エースワン

高知東 コカ・コーラボトラーズジャパン（株）高知フロントセンター

高知東 渡辺パイプ（株）高知住設サービスセンター

高知東 (公財)高知県産業振興センター

高知東 太幸開発(有)

高知東 (株)アイワ機工商会

高知東 山下産業(株)

高知東 フクヤ建設（株）

高知東 (株)キリンビバックス高知支店

高知東 大旺機械(株)

高知東 (株)技研製作所高知本社

高知東 (株)ヤナセ高知支店

高知東 (株)関西設備

高知東 (株)技研施工高知本社

高知東 四國スレート(株)

高知東 (社福)さわらび会

高知東 高知県道路補修(株)

高知東 (株)ロードグリーンズ

高知東 日興電設(株)

高知東 （株）成商

高知東 (学)楠瀬学園一宮幼稚園

高知東 マルナカ興業(有)

高知東 コマツカスタマーサポート(株)近畿四国カンパニー高知支店

高知東 （有）安全整備

高知東 高知技建（株）

高知東 (株)相愛

高知東 高陽開発（株）
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高知東 (株)トミナガ

高知東 (有)森田瓦

高知東 （有）モモテック一宮営業所

高知東 (株)エイト日本技術開発高知支店

高知東 兼松エンジニアリング(株)

高知東 太平産業(株)

高知東 運転代行ホープ

高知東 （株）ニップロ

高知東 代行運転　ペガサス

高知東 就労支援事業所オーシャンクラブ

高知東 運転代行ふじ

高知東 介護老人保健施設あったかケアみずき

高知東 （有）伸和電業

高知東 北村商事(株)メタルステーション

高知東 黒潮電機(株)

高知東 ＨＥＡＲＴ代行

高知東 安岡金属(株)

高知東 西日本フード（株）高知営業部

高知東 ウッドテクノス（株）

高知東 (有)中央環境企画

高知東 (株)帝国電気企業社

高知東 高知県農業協同組合統括本部　総合企画部

高知東 さくら警備（株）

高知東 柳生基礎センター（株）

高知東 (学)沢田学園

高知東 入交道路施設(株)

高知東 (株)白石味噌店

高知東 栗原工業（株）四国支店　高知営業所

高知東 （株）トーホーフードサービス高知営業所

高知東 (株)島産業

高知東 電子工業（株）

高知東 三誠産業（株）

高知東 （株）ケーアイテクノ

高知東 建築工房望（有）

高知東 (株)大東電機

高知東 (株)ケミサプライ高知

高知東 新高知重工（株）

高知東
コカ・コーラボトラーズジャパン（株）

西日本営業部 四国地区統括部 リテールフード高知支店

高知東 流通団地、鎌倉建裝工業（株）

高知東 (株)清水新星

高知東 （株）ウインズ

高知東 代行運転砦

高知東 公益財団法人高知市環境事業公社

高知東 四国ガス燃料(株)高知営業所

高知東 入交グループ本社(株)

高知東 （株）高知物産

高知東 （株）新創
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高知東 （株）かね岩海苔

高知東 （株）高知タマモ

高知東 （有）パワーテック

高知東 （有）アズマ機工

高知東 （株）道路交安

高知東 大容基功工業（株）

高知東 入交アグリーン（株）

高知東 入交住環境（株）

高知東 高知県農業協同組合営農販売事業本部

高知東 国際経営(株)高知営業所

高知東 高知県木協建材協同組合

高知東 井上石灰工業（株）仁井田プラント

高知東 (医)山口会　高知厚生病院

高知東 （株）鉄建ブリッジ

高知東 (医)緑風会

高知東 （株）雷電

高知東 大旺新洋(株)

高知東 (有)村越工業

高知東 (株)アペックス西日本四国支社　高知営業所

高知東 代行運転イレブン

高知東 高知市東部環境センター

高知東 （株）島田屋

高知東 （株）日本通信

高知東 （株）クボタ建機ジャパン高知営業所

高知東 全国共済農業協同組合連合会高知県本部　高知中央サービスセンター

高知東 (有)野村煎豆加工店

高知東 木下工業（株）介良事務所

高知東 （株）ジェイエイ高知市　SS事業課三里給油所

高知東 (株)高知ヤマザキ

高知東 (学)高知中央高等学校

高知東 ニチエイサービス（株）

高知東 （株）協同

高知東 日清医療食品（株）高知営業所

高知東 高知トタン販売(株)

高知東 (株)浜幸

高知東 (株)テクノオートジャパン東店

高知東 日本郵便（株）高知東郵便局

高知東 （株）ダイキアクシス高知支店

高知東 田内木材（株）

高知東 （株）ビージョイ高知営業所

高知東 (一財)高知県環境検査センター

高知東 サンライズ石油（株）大津給油所

高知東 高知市再生資源処理協同組合

高知東 ベルモニー会館　大津

高知東 新和機型工業(有)

高知東 杉本建設工業(株)

高知東 (株)クリハラ

高知東 日和崎生コン（株）

25 / 61 ページ



管轄警察署・庁舎 事業所名

高知東 （社福）ネットファミリーケアコミュニティ　トマトの樹

高知東 ＵＤトラックス(株)高知カスタマーセンター

高知東 （医）防治会いずみの病院

高知東 (株)光洋機工商会

高知東 (株)高知新聞総合印刷

高知東 新日星商事(株)

高知東 (医)厚愛会高知城東病院

高知東 こうち生活協同組合東支所

高知東 （株）常光電機

高知東 (医)尚腎会高知高須病院

高知東 (株)新建材センター

高知東 （有）アスク設備工業

高知東 （株）高知コンサルタンツ

高知東 (有)大寿建設

高知東 （株）宮﨑造工

高知東 日進基礎工業(株)

高知東 サンガリア商事(株)

高知東 (株)東亜

高知東 積和建設四国(株)高知事業所

高知東 （株）よどや

高知東 （有）渡辺通信四国営業所

高知東 （株）優樹

高知東 (株)道路メンテナンス

高知東 (株)白馬産業

高知東 （株）ニンニチ高知支店

高知東 (株)富士建設工業

高知東 (株)ムラタ

高知東 (有)千頭青果

高知東 (有)濱田ポンプ商会

高知東 兼松エンジニアリング（株）テクノベース

高知東 (株)東和設備

高知東 (株)双電社

高知東 ハマヤ(株)高知営業所

高知東 (株)スズキ自販高知スズキアリーナ高知東

高知東 （株）フードサポート四国ヨシケイ高知事業部

高知東 (株)角コーポレーション

高知東 （有）ツノ工業

高知東 四国スバル（株）高知東店

高知東 トヨタモビリティパーツ(株)四国統括支社　高知支社

高知東 （株）くろしお

高知東 昭栄設備工業(株)

高知東 高知県中央東県税事務所

高知東 四国理科（株）

高知東 関西フローズン(株)高知営業所

高知東 芸術学園幼稚園

高知東 高知日野自動車（株）

高知東 (株)香川建設

高知東 ２NE１
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高知東 ｺｶ･ｺｰﾗﾎﾞﾄﾗｰｽﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ（株）高知セールスセンター

高知東 （有）愛機工業

高知東 （株）大日

高知東 すずめ通所センター

高知東 丸井産業（株）高知営業所

高知東 シャープサポートアンドサービス（株）高知フィールドブランチ

高知東 （株）タイシン

高知東 電化工事（株）

高知東 高知エネルギー（株）

高知東 都築工業（株）

高知東 （株）高知ささや

高知東 （株）ホンダカーズ高知高須新町店

高知東 （株）高南メディカル

高知東 （株）朝日コンサルタント

高知東 大豊産業（株）高知支店

高知東 相互電設（株）

高知東 住友林業(株)住宅･建築事業本部松山支店　高知営業所

高知東 （株）アクティオ高知営業所

高知東 日立建機日本（株）高知東営業所

高知東 （株）尾木建設

高知東 日本光電工業（株）四国支店　高知営業所

高知東 西村レッカー（有）

高知東 ラビック合同会社

高知東 高知県農業協同組合購買事業本部

高知東 （株）幸

高知東 ニプロ（株）高知営業所

高知東 高知県立大学池キャンパス

高知東 （株）T・D・S

高知東 トヨタカローラ高知（株）葛島店

高知東 アツミ空調（株）

高知東 （株）サニーアシストジョイリハ高須

高知東 高知県・高知市病院企業団

高知東 スリーエムホーム高知（株）

高知東 （株）里見防水工業

高知東 高知県警察本部警務部　留置管理課

高知東 ワタミ（株）ワタミの宅食　高知中央営業所

高知東 アーキテック（株）

高知東 医療法人尚腎会　高知高須病院訪問看護ステーションたかす

高知東 サントリービバレッジソリューション（株）中国・四国支社　高知第二支店

高知東 水ingAM（株）高知管理事務所

高知東 三洋建設（株）

高知東 （株）外車センター

高知東 （有）村田農業資材販売

高知東 （株）美咲

高知東 (医)大生会通所介護　いとう

高知東 五洋建設（株）四国支店　２１三里南防波堤工事事務所

高知東 （有）丸山砂利

高知東 （有）高知ダルマ電機
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高知東 （株）寺岡精工四国支店　高知営業所

高知東 陽和自動車（株）

高知東 東北自動車（有）

高知東 （株）くろしおガスセンター

高知東 公益財団法人　高知県牧野記念財団

高知東 （株）古田産業

高知東 大豊林業（株）

高知東 （株）国際環境技研

高知東 （有）高橋豆腐

高知東 太陽設備（有）

高知東 （有）永野設備

本山 モンベルアウトドアヴィレッジ本山店

本山 田井建設(株)

本山 日本郵便（株）大豊郵便局

本山 障害者支援施設しゃくなげ荘

本山 本山町役場

本山 (有)藤川工務店

本山 （社福）大豊町社会福祉協議会

本山 （株）タカイ

本山 高知県農業協同組合大田口支所

本山 高知県中央東林業事務所嶺北林業振興事務所

本山 嶺北森林管理署

本山 土佐町役場

本山 （社福）本山町社会福祉協議会

本山 高知県農業協同組合れいほく支所

本山 （社福）香南会　総合福祉ゾーン天空の里

本山 （株）とされいほく

本山 (社福)厚敬会

本山 高知県中央東土木事務所本山事務所

本山 大川村森林組合

本山 （株）不動テトラ浦の谷橋・領石川橋作業所

本山 四国電力送配電（株）高知支社ﾈｯﾄﾜｰｸｻｰﾋﾞｽ部田井ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ

本山 高知東警察署本山警察庁舎

本山 大川村役場

本山 （社福）土佐町社会福祉協議会

本山 本山大豊生コン（株）

本山 大豊町役場

本山 (医)十全会

本山 （株）ハッピーラフト

本山 大石土建(株)

本山 (有)三代目 竹内石材

本山 中江産業(株)森林事業本部

本山 (有)高樫組

本山 (有)小笠原工務店

本山 嶺北広域行政事務組合嶺北消防署

本山 （有）嶺北衛生

本山 高大建設(株)嶺北支店

本山 (有)岡本建設
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本山 （株）末広

本山 平石植村建設（株）

本山 (株)オートヨ

本山 (有)山中建設

本山 （株）J-POWERハイテック早明浦出張所

本山 嶺北興産（株）

本山 (有)筒井工務店

本山 (有)川村建材店

本山 (有)川田建設

本山 大豊町森林組合

本山 明治建設(有)

本山 (株)東豊興業

本山 土佐町森林組合

本山 高知県中央東農業振興センター嶺北農業改良普及所

本山 本山町森林組合

本山 日本郵便（株）本山郵便局

本山 (有)ムクタ工業

本山 （株）ＪＡエナジーこうちれいほくガスセンター

本山 (有)嶺北浄管

本山 (有)早明浦建設

本山 （株）光陽

本山 （株）長重建設

本山 Rio  BRAVO！

本山 （有）山信土木

本山 （株）Ｙｏｕ　Ｍｅ　Ｒａｆｔｉｎｇ

本山 JAエナジーこうちさくら給油所

室戸 (株)徳増工業

室戸 高知県安芸土木事務所室戸事務所

室戸 ホテル明星

室戸 室戸市消防本部

室戸 (有)芸東建設

室戸 東洋町役場

室戸 高知県立室戸高等学校

室戸 (有)吉良川建設

室戸 介護老人保健施設あさひ

室戸 （株）ＪＡメモリアルこうちセレモニー事業部　室戸営業所

室戸 (有)室戸公益社

室戸 （株）タケザキ

室戸 (有)角田水道電気

室戸 （株）前田自動車

室戸 森本産業(有)

室戸 (有)竹﨑建設

室戸 室戸市役所

室戸 室戸警察署

室戸 (株)泉井鉄工所

室戸 西本興業(株)

室戸 （有）佃自動車整備

室戸 旭食品(株)高知支店　室戸営業所
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室戸 障害者支援施設むろと・はまゆう園

室戸 四国電力送配電（株）高知支社安芸事務所　室戸サービスセンター

室戸 廣瀬鉄工業(株)

室戸 デイサービスセンターさんさん

室戸 代行　桜津

室戸 （株）三谷組室戸本社

室戸 室戸市消防署

室戸 独立行政法人国立青少年教育振興機構国立室戸青少年自然の家

室戸 甲浦海運(株)

室戸 （株）岡水産

室戸 橋本工業（有）

室戸 (有)山又建設

室戸 (有)鍋島燃料店

室戸 芸東森林組合

室戸 (有)中村建設

室戸 (有)吉本工務店

室戸 (有)室戸環衛保全公社

室戸 池田商事(株)

室戸 （有）竹村建設

室戸 （有）川村総合建設

室戸 (有)吉本建設

室戸 （株）嶋本食品

室戸 最御崎寺

室戸 日本郵便（株）室戸郵便局

室戸 （有）ミウラ

室戸 （有）中野自動車

室戸 （株）室戸ショッピングセンター

室戸 (有)吉良川重機

室戸 (有)久保川土建

室戸 東野モータース

室戸 (有)室戸自動車整備

室戸 (有)仙頭車輌

室戸 (有)山川工務店

室戸 トンボブラザーズ(株)

室戸 (医)佐和恵会やまもと病院

室戸 特別養護老人ホーム丸山長寿園

室戸 グループホーム慎太郎

安芸 （株）四電工安芸営業所

安芸 須賀建材店

安芸 安芸警察署

安芸 (有)仙頭建設

安芸 安芸福祉保健所

安芸 安芸市役所

安芸 (有)横山建設

安芸 (有)栗山建設

安芸 （有）梶原建設

安芸 （株）ビルドベース中芸生コンクリート工場

安芸 高知県農業協同組合芸西支所
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安芸 東部生コンクリート(株)

安芸 ニッポン高度紙工業(株)安芸工場

安芸 高知日産プリンス販売（株）安芸支店

安芸 高知県安芸土木事務所

安芸 四国電力送配電（株）高知支社　安芸事業所

安芸 カワケン工業（株）

安芸 (有)立仙種苗店

安芸 (医)臼井会　田野病院

安芸 (株)エコアス馬路村

安芸 活魚レストラン  藤

安芸 高知県農業共済組合東部支所　安芸事業所

安芸 湯浅建設(株)

安芸 菊水酒造（株）

安芸 (有)野町組

安芸 （有）千光士電気

安芸 (有)礒部組

安芸 (株)石建組

安芸 (有)横井建設

安芸 高知県立あき総合病院

安芸 コマツカスタマーサポート(株)近畿四国ｶﾝﾊﾟﾆｰ建機営業部高知支店東部営業所

安芸 (有)白川

安芸 （有）藤崎組

安芸 (有)安芸自動車学校

安芸 中芸広域連合消防本部

安芸 ケアハウス　安芸

安芸 高知県安芸林業事務所

安芸 (有)長﨑建設

安芸 ハギノ建設(株)

安芸 日本郵便（株）安芸郵便局

安芸 (有)仙頭自動車

安芸 (有)西山建設

安芸 ウエルプラザ洋寿荘

安芸 馬路村役場

安芸 (有)松崎冷菓工業

安芸 高知トヨタ自動車（株）安芸店

安芸 (株)長野瓦

安芸 電源開発(株)西日本支店　高知電力所

安芸 （株）みなみ

安芸 高知県農業協同組合安芸地区本部

安芸 （有）清岡建工

安芸 トヨタカローラ高知（株）安芸店

安芸 安芸森林管理署

安芸 高知県農業協同組合安芸営農経済センター

安芸 （社福）北川村社会福祉協議会

安芸 （有）魚梁瀬資源開発

安芸 (有)森製材所

安芸 黒潮観光開発（株）

安芸 総合福祉ゾーンキセキレイの里
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安芸 高知県農業協同組合中芸営農センター奈半利事業所

安芸 (有)岩城組

安芸 （株）高橋組

安芸 高知県農業協同組合あき東支所

安芸 (有)森安工業

安芸 山和木材(株)

安芸 伊藤忠ｴﾈｸｽﾎｰﾑﾗｲﾌ四国（株）安芸営業所

安芸 土佐鶴酒造(株)本社

安芸 (有)松本工業

安芸 (医)瑞風会通所リハビリテーション　もりさわ

安芸 ホテルＴＡＭＡＩ

安芸 （株）JAメモリアルこうち田野営業所（ルミエール田野）

安芸 魚梁瀬産業(有)

安芸 ＪＡエナジーこうちあきガスセンター

安芸 平山建設(有)

安芸 （有）芸西青果市場

安芸 特別養護老人ホーム　八流荘

安芸 奈半利町役場

安芸 芸西村役場

安芸 高知県農業協同組合中芸営農センター安田事業所

安芸 （有）あきエコ下山リサイクルセンター

安芸 ヤンマーアグリジャパン（株）中芸支店

安芸 STKテクノ（株）安芸総合サービスセンター

安芸 全農あき農機センター

安芸 介護老人保健施設ヘルシーケア なはり

安芸 高知東部森林組合安芸支所

安芸 （株）カゴオ

安芸 （株）J-POWERハイテック高知営業所

安芸 幡西道路建設（株）東部営業所

安芸 安芸森林管理署魚梁瀬・西川森林事務所

安芸 (有)金本組

安芸 日本郵便（株）奈半利郵便局

安芸 （株）ＪＡエナジーこうち奈半利給油所

安芸 （株）スズキ自販高知安芸営業所

安芸 （社福）土佐厚生会　障害者支援施設ステージ　桜が丘

安芸 (有)田所建設

安芸 土佐くろしお鉄道（株）

安芸 (有)大北工務店

安芸 安田町役場

安芸 （有）川本建設

安芸 (医)おくら会芸西病院

安芸 特別養護老人ホーム愛光園

安芸 安芸自動車工業(株)

安芸 （有）田野衛生

安芸 (有)浜渦工務店

安芸 高知東部森林組合本所

安芸 野友・北川森林事務所

安芸 (有)丸共工業
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安芸 （有）本家　アキ寅　中川製瓦所

安芸 （有）小松林材

安芸 安芸農業振興センター

安芸 高知県農業協同組合あき北支所

安芸 北川村ゆず王国（株）

安芸 大成建設（株）四国支店　和食ダム本体建設工事

安芸 馬路村森林組合

安芸 (医)尚腎会　高知高須病院付属安芸診療所居宅介護支援事業所　ケアサポートあき

安芸 (有)東部フーヅ

安芸 馬路村農業協同組合

安芸 （株）中四国クボタ安芸営業所

安芸 （株）アオイコーポレーション高知セントラルキッチン

安芸 （社福）安芸市身体障碍者福祉会安芸市ワークセンター

安芸 (株)山本建設

安芸 （株）公文建設

安芸 安芸市消防本部

安芸 特定非営利活動法人なかやま楽校

安芸 西日本工業(株)

安芸 (有)安岡重機

安芸 (医)尚腎会  高知高須病院附属安芸診療所

安芸 北川村役場

安芸 田野町役場

安芸 （株）カゴオホテル　なはり

安芸 (有)マエダ設備工業

安芸 （株）須藤鉄工所

安芸 (有)木下建設

安芸 (有)柴原建設

安芸 （株）今井建材

安芸 こうち生活協同組合安芸支所

安芸 (合)木下廻漕店

南国 伊藤ハムミート販売西（株）高知営業所

南国 ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝﾀｲﾔｻｰﾋﾞｽ西日本（株）

南国 高知県中央東土木事務所

南国 （株）アメニティーハウス南国店

南国 （社福）来島会南海学園

南国 高知大学農林海洋科学部

南国 （株）ヨコハマタイヤセンター四国

南国 西田順天堂デイサービスセンター

南国 コウチ重電工（株）

南国 (学)清和学園清和女子中高等学校

南国 ニッポン高度紙工業（株）南国工場

南国 田中工業(株)南国営業所

南国 名古屋製酪（株）四国事業部高知駐在所

南国 高知工業高等専門学校

南国 入交石灰工業(株)

南国 南国警察署

南国 （社福）土佐厚生会就労継続支援B型事業所 ウィール社

南国 （株）竹内建設南国営業所
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南国 南国市役所

南国 南国自動車学校

南国 （株）安全代行

南国 （株）ヨコハマタイヤジャパン四国カンパニー高知営業所

南国 日本食研（株）高知支店

南国 （社福）土佐清風会

南国 高知県森林組合連合会

南国 （株)ニシトミ

南国 (社福)土佐希望の家

南国 （一社）四国クリエイト協会

南国 (有)川久保建設

南国 代行MINT

南国 井上石灰工業（株）本社プラント

南国 富士通（株）高知富士通テクノポート

南国 中澤氏家薬業（株）

南国 JＡエナジーこうち日章給油センター

南国 （株）建設マネジメント四国高知営業所

南国 西垣林業（株）四国事業所

南国 旭食品株式会社

南国 ヤンマーアグリジャパン（株）中四国支社

南国 四国行政システム（株）高知クラウドサービスセンター

南国 南四国ナショナル特機販売(株)

南国 三菱食品（株）中四国支社四国支店高知ユニット

南国 (医)地塩会　南国中央病院

南国 四国労働金庫　南国支店

南国 高知県警察本部警備部　機動隊

南国 （株）宗我部電設南国事務所

南国 (株)中四国クボタ南国営業所

南国 （社福）高知県知的障害者育成会ウィッシュかがみの

南国 泉建設工業（株）

南国 土佐溶材（株）

南国 共栄電機工業(株)

南国 高知トーヨー住器(株)

南国 （株）エスイージー南国工場

南国 （株）フタガミ双葉台オフィス

南国 井上石灰工業（株）蛍が丘オフィス

南国 （株）ヰセキ中四国高知営業部

南国 (株)ナンコクスーパー

南国 川北印刷(株)

南国 日之出産業(株)

南国 （有）ミハラシ

南国 (社福)南国市社会福祉協議会

南国 高知トヨタ自動車（株）南国店

南国 高知県赤十字血液センター

南国 高知県農業共済組合東部支所

南国 伊藤ハム販売（株）高知営業所

南国 （有）山信土木　南国出張所

南国 イエローハット南国店
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南国 (株)アイビス

南国 （株）協栄南国工場

南国 四国通建（株）高知工事事務所

南国 （株）ソフテック

南国 美津和産業(株)高知営業所

南国 （株）セリオ　高知営業所

南国 （有）匠工芸

南国 （株）アスティス

南国 (有)久枝建設

南国 四国機器(株)高知サービスセンター

南国 高知県農業協同組合　土長地区本部

南国 協伸(株)

南国 西日本高速道路ﾌｧｼﾘﾃｨｰｽﾞ（株）

南国 (有)パッケージ高知

南国 高知県警察本部交通部高速道路交通警察隊

南国 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｺﾝｼｭｰﾏｰﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ（株）高知サービスセンター

南国 高知県立岡豊高等学校

南国 障害福祉サービス事業所コージー

南国 日立建機日本（株）高知サービスセンター

南国 四国アルフレッサ（株）高知営業部

南国 （株）ホンダクリオ高知南国店

南国 （株）トリムエレクトリックマシナリー

南国 黒潮コンクリート(株)

南国 訪問看護ステーション　リカバリー高知南国事務所

南国 こうち生活協同組合南国支所

南国 四国医療器（株）高知支店

南国 高知県農業協同組合営農販売事業本部農畜産部パールライス課

南国 （株）高知丸高

南国 南国市消防本部

南国 特定非営利活動法人まほろばクラブ南国

南国 四国乳業（株）高知支店

南国 優和環境開発（有）南国営業所

南国 日本郵便（株）南国郵便局

南国 （有）福重建設南国営業所

南国 星上物産(株)

南国 富士通Ｊａｐａｎ（株）

南国 サンシャインカルディア

南国 (有)南国葬祭センター

南国 （有）マルハ産業

南国 (株)晃和

南国 (有)下田屋

南国 （有）地産環境

南国 溝渕林業（株）

南国 (有）大前田商店

南国 (有)溝渕勇建材店

南国 （社福）土佐厚生会障害者支援施設こくふ

南国 (株)三律

南国 高知県厚生農業協同組合連合会
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南国 （有）クボゾエ建設工業

南国 昭和産業(株)

南国 高知県警察学校

南国 （株）丸三

南国 美峯登産業（株）

南国 四国鉱発（株）白木谷鉱業所

南国 （株）防災技術

南国 （株）N・フィールド訪問看護ステーション　デューン南国

南国 南国建興(株)

南国 トヨタカローラ高知（株）南国店

南国 セコム高知（株）高知東支社

南国 吉本農産(株)

南国 (株)南国緑地建設

南国 (有)南国レッカー

南国 (株)南建

南国 (有)中村自動車整備工場

南国 （有）高知中央クレーン

南国 ダイドー・タケナカベンディング（株）

南国 （株）松村鉄工所本社工場

南国 南国市保健福祉センター

南国 久保田食品(株)

南国 高知大学　医学部

南国 (有)橋田工務店

南国 (医)清香会

南国 (医)つくし会南国病院

南国 （株）西島園芸団地

南国 高知県農業技術センター

南国 （株）らいさすこじゃリハらいふ

南国 中央生コンクリート(株)

南国
西日本高速道路（株）四国支社　高知高速道路事務所内

開発虎ノ門コンサルタント（株）高知作業所

南国 グッドラックカンパニー（株）

南国 讃高仮設リース（株）高知機材センター

南国 エフピコダックス（株）

南国 清水建設（株）高知大学医学部新病棟作業所

南国 (医)地塩会介護老人保健施設　夢の里

南国 （株）伊藤園高知支店

南国 ひまわり乳業（株）

南国 高知ダイハツ販売（株）

南国 （株）森田本社営業所

南国 (有)才谷建設

南国 明星産商（株）本社・高知工場

南国 西尾レントオール（株）高知営業所

南国 生活協同組合コープ自然派しこくこうちセンター

南国 （株）天下味南国店

南国 西日本高速道路（株）四国支社　高知高速道路事務所

南国 （株）エコグリーン

南国 （株）らいさす訪問看護ステーションドリームチーム

36 / 61 ページ



管轄警察署・庁舎 事業所名

南国 (株)垣内

南国 朝日生命保険相互会社高知支社　高知東部営業所

南国 バイエム興業(株)

南国 高知ヤクルト販売(株)

南国 (株)島内土建

南国 毎日工機(有)

南国 (株)遠藤青汁高知センター

南国 高知精工メッキ（株）本社

南国 南国税務署

南国 (株)棚野燃料

南国 国土交通省　大阪航空局高知空港事務所

南国 高知精工メッキ（株）長岡工場

南国 (学)平成学園

南国 トーヨースギウエ（株）高知支店

南国 （有）住吉モータース

南国 （株）坂本技研

南国 (株)ミロク製作所

南国 （株）四国銀行南国支店

南国 田中石灰工業(株)

南国 公益財団法人　高知県文化財団埋蔵文化財センター

南国 （株）高知前川種苗十市物流センター

南国 （株）中四国クボタ高知事務所

南国 南国市上下水道局

南国 （株）高知県浄化槽綜合センター

南国 (有)西内土建

南国 西日本高速道路ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ四国(株)高知支店　高知道路事務所

南国 (株)土佐マシン

南国 全農南国農機センター

南国 （株）昭栄

南国 高知県立高知農業高等学校

南国 (社福)ふるさと自然村特別養護老人ホーム　陽だまりの里

南国 （有）小松重機

南国 （株）松木商店

南国 高知県農業協同組合　土長地区　南国営農経済センター

南国 園田鋼板(株)

南国 （社福）高知県知的障害者育成会ライフサポート「大津」

南国 フレンド幼稚園

南国 ブリヂストンタイヤ　ソリューションジャパン（株）四国地区本部　高知営業所

南国 （株）サクラレンタリース機材センター

南国 (株)東洋技研

南国 (社福)藤寿会

南国 (株)ワダ開発

南国 高知日産プリンス販売(株)空港支店

南国 (株)四国シキシマパン高知営業所

南国 葵重機(有)

南国 日章造園（株）

南国 スマイル代行

南国 Ｎ．Ａ代行
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南国 ついテル運転代行

香南 レストラン カトリ

香南 （株）ビルドベース芸西生コンクリート

香南 南国警察署香南警察庁舎

香南 高知県農業協同組合香我美支所

香南 日本郵便（株）野市郵便局

香南 リゾートホテル海辺の果樹園

香南 （公社）香南市農業公社

香南 ＹＡＭＡＫＩＮ（株）高知第一山南工場

香南 井上石灰工業（株）山北事務所

香南 三井工業(株)

香南 香南市役所

香南 (有)安岡広商店

香南 （株）慶金

香南 寺田自動車整備工場

香南 高知県農業協同組合香美地区本部

香南 （株）東部自動車学校

香南 高知県内水面漁業協同組合連合会

香南 公益財団法人高知県のいち動物公園協会

香南 (株)富士薬品高知東営業所

香南 (株)スギムラマチダ

香南 手結山開発観光（株）

香南 香南建設(株)

香南 香南市消防本部

香南 (株)一寿司会館

香南 （有）マルオカ

香南 (有)三器建設

香南 高知県農業協同組合夜須支所

香南 (株)田内組

香南 （株）電温東部営業所

香南 (株)赤岡青果市場

香南 四国開発(株)

香南 スナック  曽我

香南 (株)香美水道組合

香南 デイサービスセンターふじかわ

香南 （有）修成建設

香南 ヤンマーアグリジャパン（株）香南支店

香南 特別養護老人ホーム三宝荘

香南 （株）濱田水道工務店

香南 あっきぃ代行

香南 大勝建設（株）

香南 ホンダカーズ高知　野市店

香南 総合福祉ゾーン　オークの里

香南 (有)水田建設

香南 高知溶材(株)香我美工場

香南 （株）内村コーポレーション

香南 （有）北村興産創造広場「アクトランド」

香南 （社福）香南市社会福祉協議会
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香南 ＪＡエナジーこうち東部充填所

香南 (有)秀峰

香南 (有)ネス

香南 陸上自衛隊第419会計隊

香南 （株）足達工業

香南 (株)中四国クボタ野市営業所

香南 (有)西内石灰工業所

香南 トープラハンタ（株）

香南 （株）ＪＡメモリアルこうち土佐香美営業所

香南 (有)中澤建設

香南 (株)オオジ

香南 (有)香南企業

香南 香長清掃(有)

香南 マルナカ興業（有）

香南 （有）田内組

香南 割烹  吉野

香南 （株）キヨトウ

香南 （社福）香南会総合福祉ゾーン　はまゆうの里

香南 香南くろしお園

香南 （一社）香南ケーブルテレビ

香南 (有)サンロック

香南 介護老人保健施設　あいの里

香南 (有)土佐衛生管理

香南 高知県農業協同組合香美営農経済センター

香南 ＹＡＭＡＫＩＮ（株）高知第二山北工場

香南 （株）ヰセキ中四国香南営業所

香南 （有）比江森商業

香南 東部代行運転

香南 （有）山本商店

香南 (株)アキヒロ石材

香南 ネッツトヨタ南国（株）のいち青空店

香南 （株）ヤマナカ水産

香南 野村設備

香南 高知トヨペット（株）野市店

香南 (株)山下設備

香南 (株)太貴建設

香南 （株）産興自動車

香南 (有)土佐角弘海産

香南 デイサービスセンター白岩

香南 （株）泉井鐵工所香南工場

香南 夜須代行

香南 陸上自衛隊高知駐屯地業務隊

香南 第50普通科連隊重迫撃砲中隊

香南 第14後方支援隊第2整備中隊第2普通科直接支援小隊

香南 陸上自衛隊第50普通科連隊第１中隊

香南 日本郵便（株）山北郵便局

香南 陸上自衛隊第50普通科連隊本部管理中隊

香南 陸上自衛隊第50普通科連隊第２中隊
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香南 陸上自衛隊第50普通科連隊第３中隊

香南 マリン代行

香南 （株）香南モータース

香南 （株）大忍自動車

香南 高知県廃油企業（株）

香南 七星建設（有）

香南 （社福）公生会

香南 (医)公世会野市中央病院

香南 日本郵便（株）夜須郵便局

香南 （公社）香南市シルバー人材センター

香南 ＮＰＯ法人　こうなんスポーツクラブ

香南 ホシザキ四国（株）高知東営業所

香南 ひとみ代行

香南 デイサービス　むらじ

香美 高知中部森林管理署

香美 南国警察署香美警察庁舎

香美 （株）松本コンサルタント高知支店

香美 (株)四電工山田営業所

香美 ヤンマーアグリ（株）

香美 べふ峡温泉

香美 高知県農業協同組合物部支所

香美 ＪＡエナジーこうち香美ガスセンター

香美 四国電力送配電（株）高知支社　山田事業所

香美 香美市消防本部

香美 日本郵便（株）土佐山田郵便局

香美 高知県公立大学法人高知工科大学

香美 香美市物部支所

香美 介護老人保健施設とさやまだファミリア

香美 （株）山崎技研土佐山田工場

香美 クボタ環境サービス（株）香美市上水事業所

香美 養護老人ホーム白寿荘

香美 黒岩工業(株)

香美 (有)西野建設

香美 片田丸吉建設工業（株）

香美 香美市香北支所

香美 小濱建設(有)

香美 穂岐山刃物(株)

香美 （社福）愛成会障害者支援施設白ゆり

香美 物部森林組合

香美 順電工

香美 高知県農業協同組合香北支所

香美 (株)三嶺組

香美 雅テック（株）

香美 (有)青木左官工業

香美 香美市役所

香美 日本梱包運輸倉庫（株）高知営業所

香美 （有）福永建設

香美 東洋園芸食品(株)
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香美 高知県立林業大学校

香美 高知県農業協同組合土佐山田支所

香美 SORA

香美 四国電力（株）高知支店技術部　高知水力センター

香美 (株)敬尚電気　山田店

香美 (医)同仁会同仁病院

香美 (有)ニホン清掃工業

香美 生活介護事業所ﾊﾟﾜｰｽﾞ山田

香美 (有)香北建設

香美 高知県中央東農業振興センター

香美 高知県中央東林業事務所

香美 カミケン工業(株)

香美 一般財団法人 四国電気保安協会山田事業所

香美 香長段ボール(株)

香美 多機能型事業所ウエルジョブ＆キッチンやまだ

香美 香北菱光コンクリート(株)

香美 （有）大地と自然の恵み

香美 (有)西山商会

香美 （有）高知ガーデン土木

香美 高知県立森林技術センター

香美 香美森林組合

香美 PGMプロパティーズ（株）土佐山田ゴルフ倶楽部

香美 （社福）土佐香美福祉会デイサービスセンターこづみ

香美 高知スチロール（株）

香美 （社福）愛成会ワークセンター白ゆり

香美 （社福）愛成会ワークセンター第二白ゆり

香美 香美市上下水道事業

香美 (株)三谷ミート

香美 (有)坂本工務店

香美 香美市社会福祉協議会本所

香美 香美市社会福祉協議会香北支所

香美 （株）サニタリーサービスオカモト

香美 （株）Road to　happiness放課後等デイサービス　すきっぷ

香美 全農土佐山田農機センター

香美 高知県中央東福祉保健所

香美 （社福）高知県知的障害者育成会かがみの育成園

香美 (有)カドタ家具

香美 (有)武政建設

香美 香北菱光コンクリート（株）岡ノ内工場

香美 (医)岩河会あじさいの里　介護老人保健施設

香美 (有)中山建設工業

香美 天理教繁藤大教会

香美 （株）横河ブリッジ

香美 （株）土佐山田ショッピングセンター

香美 (株)テラムラ

香美 (有)かがみ建設

香美 (学)土佐山田幼稚園

香美 (有)岡の内建設
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香美 (有)和田工務店

香美 依光瓦工業（有）

香美 デイサービスセンターやまだ通所介護事業所

香美 特別養護老人ホームウェルプラザやまだ荘

香美 (株)坂田信夫商店

香美 (株)あさの

香美 高知県公営企業局発電管理事務所

土佐 （社福）土佐市社会福祉事業団土佐市高齢者総合福祉ｾﾝﾀｰ

土佐 土佐中央青果卸売(株)

土佐 作業所土佐

土佐 高陵青果農業協同組合

土佐 天理教塚地分教会

土佐 土佐共同産業(株)

土佐 土佐市役所

土佐 （有）Ｅシステムサービス

土佐 （株）土佐電子

土佐 土佐市保健福祉センター

土佐 土佐警察署

土佐 （株）四電技術コンサルタント高知支店

土佐 土佐市立　高岡中学校

土佐 高知県農業協同組合土佐市支所

土佐 （社福）土佐厚生会障碍者支援施設とさ

土佐 ブリヂストンタイヤサービス西日本（株）高知店　土佐出張所

土佐 ホシザキ四国（株）高知西営業所

土佐 天理教髙岡大教会

土佐 イエローハット土佐店

土佐 （有）井上塗装店

土佐 高知県農業協同組合新居支所

土佐 （株）土佐海工

土佐 （社福）土佐市社会福祉協議会

土佐 (医)みずほ会デイサービス　ケアビレッジとさ

土佐 高知県農業協同組合戸波支所

土佐 ベルモニー会館土佐

土佐 三和製紙(株)

土佐 土佐市消防署

土佐 海治開発

土佐 (株)サンプラザ

土佐 (有)土佐土建

土佐 土佐市立　戸波中学校

土佐 高知県立高知海洋高等学校

土佐 コカ・コーラボトラーズジャパン(株)高知支店高知西駐在

土佐 (株)天將土木

土佐 訪問看護ステーション　Ｉ　Ａｍ

土佐 (学)光の村学園光の村土佐自然学園

土佐 武森組

土佐 土佐総合青果(株)

土佐 (有)萩の茶屋

土佐 障害者支援施設くすのき園
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土佐 (医)白菊会

土佐 学校法人　枝重学園土佐幼稚園

土佐 (株)三陽荘

土佐 土佐市立　土佐南中学校

土佐 高洋建設（株）

土佐 高知リハビリテーション専門職大学

土佐 (株)尾﨑工務店

土佐 高知県中央家畜保健衛生所

土佐 宇佐デイサービスセンター龍宮

土佐 (医)広正会　井上病院

土佐 高知県農業協同組合とさし営農経済センター

土佐 （有）共伸建設

土佐 （株）龍生

土佐 (有)石元組

土佐 三昭紙業（株）

土佐 高知市医師会立訪問看護ステーション土佐

土佐 （株）浜田テクニカルサービス

土佐 （株）グランディール

土佐 （有）カリヤテント

土佐 ハヤシ商事(株)

土佐 ｺｶ･ｺｰﾗﾎﾞﾄﾗｰｽﾞｼﾞｬﾊﾟﾝﾍﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ（株）高知事業所　高知西駐在

土佐 東邦工業(株)土佐営業所

土佐 日本郵便（株）土佐郵便局

土佐 （株）かんぽ生命保険高知支店　土佐郵便局かんぽサービス部

土佐 (有)三栄建設

土佐 高岡コンクリート工業(有)

土佐 (有)森澤食品

土佐 高知県中央西農業振興センター

土佐 セコム高知（株）高知西支社

土佐 (有)明神木材店

土佐 （有）高岡サービス

土佐 (株)芝土木

土佐 （株）電温

土佐 北原クリーンセンター

土佐 (株)新土佐自動車学校

土佐 土佐市立学校給食センター

土佐 土佐プロパン販売協業組合

土佐 (有)土佐料理　森澤

土佐 （社福）光の村

土佐 海賊料理　新漁丸

土佐 (株)西原鉄工所

土佐 横飛代行

土佐 ３８４代行

土佐 代行運転ナイト

土佐 （株）わかば

土佐 代行運転高岡

土佐 （株）前川博之商店

土佐 未来代行
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土佐 代行HARU

土佐 戸波デイサービスセンター純信の里

土佐 （有）よさこいファーム

いの 土佐警察署いの警察庁舎

いの いの町役場　本川総合支所

いの (株)森本興業

いの 日本郵便（株）伊野郵便局

いの 尾﨑建設(有)

いの （株）高知ニュードライバー学院

いの すこやかｾﾝﾀｰ伊野

いの いの町役場

いの （株）山神

いの 日高村役場

いの (有)森木組

いの 本川生コン工業（株）

いの 高知県農業協同組合伊野支所

いの （有）開洋建設工業

いの 日本郵便（株）小川郵便局

いの （株）ダックテック

いの 日本製紙パピリア（株）高知工場

いの 高知県農業協同組合吾北支所

いの 高知中央森林組合

いの 高知県中央西土木事務所

いの ダイレイ(株)

いの （株）ホンダカーズ高知　いの店

いの 澁谷食品(株)

いの （有）伊東組

いの 国友商事(株)

いの （株）松崎電工

いの サニーアクシスいの店

いの （株）井上興業

いの （公社）いの町シルバー人材センター

いの 高知県農業協同組合日高支所

いの 石川産業（有）

いの 四国電力株式会社　高知支店技術部　本川水力センター

いの (有)サンウッドハマダ

いの (有)伊野工材

いの (株)西岡寅太郎商店

いの (株)横山工業

いの 田中建設(株)

いの いの町病院事業

いの 高知県警察本部交通部運転免許センター

いの いの町役場　吾北総合支所

いの 高知県農業共済組合家畜診療所

いの （株）林業伊東

いの (有)岡林土建

いの 西川建設（株）

いの 錦山観光開発(株)
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いの (有)日高組

いの 丸忠コンクリート打設（有）

いの 山岡建設（有）

いの 四電エンジニアリング(株)高知支店

いの （有）手箱建設

いの 四電エンジニアリング（株）土木建築部　水力土木工事所

いの (有)諏訪建設

いの (特非)高知県青年会館

いの （株）光照

いの （株）いろは

いの デイサービスセンター壽幸園

いの DREAM・SERVICE　ロードレスキュー

いの 日本道路（株）土佐アスコン

いの （株）ＪＡエナジーこうち高知ガスセンター

いの (医)岡本会さくら病院

いの （有）伊野清掃

いの (株)アンプル

いの (医)仁新会

いの (株)伊野組合興産あいの

いの ニヨド印刷(株)

いの (株)勝賀瀬土建

いの 合同会社　柏井商会

いの 高知県消防学校

いの （株）三和

いの (社福)秋桜会

いの （有）今橋組

いの （有）恒石工務店

いの （株）近澤建設

いの (株)西部レントオール

いの 谷口工業(有)

いの レストラン高知

いの 仁淀消防組合消防本部

いの 和光製紙(株)

いの 池田紙業(株)

いの （一社）高知県交通安全協会業務課

いの （株）熊谷組日下川放水路作業所

いの 町田整形外科

いの 横井石販(株)

いの （株）マイステイズ・ホテル・マネジメントかんぽの宿伊野

いの (有)伊藤林業

いの （株）坂本鉄工

いの (株)四国ネット

いの 高知県中央西林業事務所

いの (有)久武クレーン

いの 土佐和紙工芸村くらうど

いの 高知麻生生コンクリート(株)

いの かもべ開発(株)

いの シカタ開発(株)
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いの (社福)土佐平成福祉会

いの 高知県立伊野商業高等学校

いの 代行スキップ

いの MK代行

いの ほたる代行

いの 高知県農業共済組合中部支所

佐川 佐川警察署

佐川 日鉄鉱業(株)鳥形山鉱業所

佐川 仁淀川町仁淀総合支所

佐川 仁淀川町コミュニティバス事務所

佐川 佐川町立高北国民健康保険病院

佐川 (医)近藤会清和病院

佐川 (有)大栄建設

佐川 仁淀川町役場

佐川 仁淀川町役場　池川総合支所

佐川 越知町役場

佐川 四国地方整備局大渡ダム管理所

佐川 日本郵便（株）佐川郵便局

佐川 四国電力(株)佐川水力センター

佐川 栄宝生建設（株）

佐川 (株)高橋組

佐川 仁淀川森林組合

佐川 高知県中央西土木事務所越知事務所

佐川 中央西農業振興センター高吾農業改良普及所

佐川 高知県農業協同組合　仁淀川地区　斗賀野支所

佐川 越知砕石（株）

佐川 佐川町役場

佐川 高知県農業協同組合佐川支所

佐川 高知県農業協同組合吾川支所

佐川 高知県農業協同組合仁淀川地区本部

佐川 (有)三宮商事

佐川 （株）越知舗道

佐川 （株）仁淀川マネジメントサービス

佐川 司牡丹酒造(株)

佐川 (株)上岡工務店

佐川 (有)山﨑商店

佐川 (有)片岡組

佐川 (有)西森土建

佐川 島崎商事(株)越知生コンクリート工場

佐川 西松建設（株）新今成トンネル出張所

佐川 (株)佐川水道

佐川 さくらの森学園

佐川 (株)晃立佐川支店

佐川 (有)林土建

佐川 高知県農業協同組合越知支所

佐川 日鉄鉱コンサルタント（株）鳥形山営業所

佐川 四国部品(株)高知工場

佐川 さくら福祉事業所
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佐川 織田建設(有)

佐川 仁淀川町デイサービスセンターひなた荘

佐川 （有）ぬくもり介護センターおおの

佐川 大旺新洋(株)佐川事業所

佐川 デイサービスセンターせいらん荘

佐川 （有）尾碕建設

佐川 （株）大一　林組

佐川 横山食品(株)

佐川 （株）ケアセンターさかわ

佐川 （株）西部建設

佐川 養護老人ホーム五葉荘・特別養護老人ホーム五葉荘

佐川 （有）高吾北衛生社

佐川 (有)上岡コンクリート

佐川 （株）ＪＡエナジーこうち越知ガスセンター

佐川 (株)不二土木

佐川 西森建設

佐川 （株）大林組日鉄鳥形山工事事務所

佐川 (有)藤原建設

佐川 （株）ヰセキ中四国佐川営業所

佐川 （社福）佐川町社会福祉協議会

佐川 高吾北広域町村事務組合消防本部

佐川 (有)高橋コンクリート

佐川 (有)大幸建設

佐川 (株)吾川興産

佐川 高知県中央西福祉保健所

佐川 金光鉄工（株）

佐川 小野建設(株)

佐川 （株）柳瀬建設

佐川 (有)大成システム

佐川 （有）品原建設

佐川 ＪＡ葬祭ルミエールコスモス

佐川 須崎鉱発（株）

佐川 （株）中四国クボタ佐川営業所

佐川 島﨑商事（株）

佐川 （社福）仁淀川町社会福祉協議会

佐川 (有)小原製瓦

佐川 (医)金峰会山﨑病院

佐川 農事組合法人ヒューマンライフ土佐

佐川 大川建設（株）

佐川 （株）片岡林業

佐川 高吾北消防署仁淀川分署

佐川 （株）和泉工業

佐川 デイサービスセンター池川

佐川 （株）高橋建工

佐川 池川木材工業(有)

佐川 天理教越知大教会

佐川 日本郵便（株）大崎郵便局

佐川 (有)吉永土建
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佐川 佐川町立佐川中学校

佐川 (有)森岡工務店

佐川 小田瓦

佐川 （社福）越知町社会福祉協議会

佐川 掛水自動車整備工場

佐川 (有)横畠建設

佐川 （有）鎌倉自動車

佐川 (株)仁淀工業

佐川 社会福祉法人同朋会児童養護施設　さくら園

佐川 (公社)佐川・越知・日高広域シルバー人材センター

佐川 医療法人社団　若鮎介護老人保健施設　ライブリーハウス輝

佐川 (株)大和

佐川 （株）おち西森自動車

佐川 (医)前田会

佐川 (株)開洋佐川支店

佐川 越知代行

須崎 （株）スズキ自販高知スズキアリーナ須崎

須崎 土佐くろしお農業協同組合本所

須崎 須崎警察署

須崎 （有）高幡コンクリートサービス中土佐工場

須崎 高知県須崎福祉保健所

須崎 STKテクノ（株）

須崎 （株）新創

須崎 中土佐町役場

須崎 日鉄鉱業(株)鳥形山鉱業所

須崎 高幡消防組合須崎消防署

須崎 高知県立須崎総合高等学校

須崎 四国電力送配電(株)中村支社　須崎事業所

須崎 須崎市役所

須崎 （社福）かど福祉会

須崎 高知県須崎土木事務所

須崎 津野山養護老人ホーム高原荘

須崎 松尾電工（株）

須崎 津野町役場本庁舎

須崎 （株）ＪＡメモリアルこうち土佐くろしお営業所

須崎 （有）野波建設

須崎 日本郵便（株）須崎郵便局

須崎 津野町森林組合

須崎 伊藤忠ｴﾈｸｽﾎｰﾑﾗｲﾌ四国（株）須崎営業所

須崎 (株)山岸竹材店

須崎 トヨタカローラ高知（株）須崎店

須崎 四国通建（株）須崎事務所

須崎 (有)高橋建設

須崎 高知県須崎林業事務所

須崎 (有)山尾建設

須崎 岩井建設（株）

須崎 総合保険福祉センター（里楽）

須崎 （株）ダイキョウ
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須崎 高幡消防組合中土佐分署

須崎 (株)タムテック

須崎 （有）西岡建設

須崎 日本郵便（株）梼原郵便局

須崎 （株）久礼コンベヤー

須崎 （株）沖吉石油須崎店

須崎 梼原町役場

須崎 落合建設(株)

須崎 （有）谷脇工業

須崎 梼原町複合福祉施設デイサービス　ゆるり

須崎 高岡郡酒類卸商業協同組合

須崎 (株)けんかま

須崎 (株)矢野建設

須崎 （有）オーシャン クルー須崎自動車学校

須崎 津野町役場西庁舎

須崎 日本郵便（株）葉山郵便局

須崎 日本郵便（株）久礼郵便局

須崎 青木建設(株)

須崎 （有）市川工建

須崎 こうち生活協同組合須崎支所

須崎 和光商事（株）須崎事務所

須崎 高知県立梼原高等学校

須崎 (一財)四国電気保安協会須崎事業所

須崎 高知日産プリンス販売(株)須崎支店

須崎 （社福）須崎市社会福祉協議会

須崎 大野見振興局

須崎 (学)明徳義塾

須崎 (医)みずほ会

須崎 (株)四電工須崎営業所

須崎 (有)中山工業

須崎 高知県農業協同組合高西津野山地区

須崎 新和商事(株)須崎支店

須崎 高知県須崎農業振興センター

須崎 田部電気

須崎 代行バディ

須崎 須崎地区森林組合

須崎 住友大阪セメント(株)高知工場

須崎 (有)創研

須崎 須崎石油（有）

須崎 高知トヨタ自動車（株）須崎店

須崎 (有)丸重建設

須崎 (株)四万川総合建設

須崎 （社福）中土佐町社会福祉協議会

須崎 日本道路（株）梼原出張所

須崎 市川木材(株)

須崎 土佐くろしお農業協同組合営農経済センター

須崎 （有）共同生コン

須崎 (医)みずほ会　ケアビレッジすさき通所リハビリテーション
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須崎 日新工業(株)

須崎 (有)梅原建設

須崎 （有）高陵モータース

須崎 （株）毛利電気

須崎 （株）南国ミロク梼原工場

須崎 (有)又川土建

須崎 土佐くろしお農業協同組合集出荷センター

須崎 （社福）中土佐町社会福祉協議会地域密着型　通所介護事業所

須崎 葉山ヒューテック

須崎 (有)西起組

須崎 朝日生命保険相互会社高知支社　須崎営業所

須崎 （株）須崎青果

須崎 杉本土建（株）

須崎 （社福）梼原町社会福祉協議会

須崎 （有）共和産業

須崎 （有）畑山建設

須崎 （有）矢正建設

須崎 (有)三本建設

須崎 （株）中成

須崎 デイサービスどんぐりの里

須崎 鶴松建設(株)

須崎 エスオーエンジニアリング(株)高知事業所

須崎 (有)レストハウス琵琶湖

須崎 (株)田部須崎営業所

須崎 デイサービス　くりの木

須崎 (医)南江会一陽病院

須崎 鍋島建設(株)

須崎 (有)髙橋土建

須崎 （有）高陵衛生社

須崎 （株）山崎技研浦ノ内養魚場

須崎 （有）新山商店

須崎 （有）葉山土木コンサル

須崎 国土第一警備保障（株）須崎営業所

須崎 明治安田生命保険相互会社須崎営業所

須崎 (株)楠瀬土建

須崎 (有)川﨑電工

須崎 (有)西岡酒造店

須崎 (有)谷一組

須崎 梼原町森林組合

須崎 高陵水道(有)

須崎 （株）谷渕組

須崎 松田鉱産(株)

須崎 (有)須崎建工

須崎 (有)有澤建設工業

須崎 (株)須崎海運商会

須崎 老人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰばんだ湯の香荘

須崎 (有)稲田建設

須崎 (有)笹岡建材
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須崎 （株）やました

須崎 栄興生コンクリート(株)

須崎 （株）ホンダカーズ須崎

須崎 (社福)津野町社会福祉協議会

須崎 (有)須崎サブコン

須崎 (有)辻勇八商店

須崎 松井建材(有)

須崎 (有)須崎水道建設

須崎 (有)四万川コンクリート工業

須崎 高橋建設

須崎 (株)山興

須崎 (有)吉野工作所

須崎 南海ビルサービス(株)

須崎 高陵特別養護老人ホーム組合葉山荘

須崎 (社福)須崎市福祉事業協会山ももの家

須崎 (株)ササオカ

須崎 (有)松浦建設

須崎 (有)藤田組

須崎 フラワーガス(株)

須崎 (社福)須崎福祉会特別養護老人ホーム清流荘

須崎 （社福）カルスト会

須崎 雲の上の代行運転

須崎 (医)五月会須崎くろしお病院

須崎 運転代行プラス

須崎 代行運転須崎

須崎 代行ＴＵＮＯ

須崎 代行運転　沖

須崎 代行ルーキー

須崎 特定非営利活動法人　絆

須崎 （公社）須崎市・中土佐町シルバー人材センター

窪川 （株）アクトワン総合予防施設ビーフィット

窪川 高知県須崎土木事務所四万十町事務所

窪川 窪川警察署

窪川 四万十森林管理署窪川・中津川森林事務所

窪川 (有)山崎建設

窪川 (株)日化住宅機器

窪川 大東建設(株)

窪川 (株)渡辺クレーン

窪川 （有）高幡コンクリートサービス大正工場

窪川 岡山電気（株）

窪川 (有)七里建設

窪川 日本郵便（株）大正郵便局

窪川 (有)十和建設

窪川 (有)国沢組

窪川 （有）松元建設

窪川 （株）北幡建設

窪川 四万十町役場十和地域振興局

窪川 (有)三浦建設
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窪川 （有）高幡コンクリートサービス窪川工場

窪川 （有）西南建設

窪川 日本郵便（株）窪川郵便局

窪川 四万十町役場

窪川 高幡消防組合四万十清流消防署　西分署

窪川 (有)岩本商店

窪川 高知県農業協同組合（高西四万十地区）

窪川 四国電力送配電(株)中村支社ネットワークサービス部　窪川サービスセンター

窪川 四国電力(株)高知支店技術部　窪川水力センター

窪川 高知県農業協同組合（高西四万十地区）販売課

窪川 （株）はまさき

窪川 （株）ＪＡメモリアルこうち四万十営業所

窪川 ヤンマーアグリジャパン（株）窪川支店

窪川 四万十町大正地域振興局

窪川 デイサービスセンター緑林荘

窪川 (株)田邊建設

窪川 四万十町森林組合十和支所

窪川 (株)井原組

窪川 三菱農機販売（株）窪川営業所

窪川 (有)横山水道設備

窪川 （社福）清流会

窪川 戸田建設（株）四国支店　平串トンネル作業所

窪川 （有）武市建設

窪川 （有）北四国カッター

窪川 （株）窪川ガス

窪川 須崎農業振興センター高南農業改良普及所

窪川 四万十町森林組合大正支所

窪川 (株)生田組

窪川 (有)郷田組

窪川 是信電設(株)

窪川 特定非営利活動法人四万十町環境雇用創出協会

窪川 成豊建設（株）四万十作業所

窪川 高知県農業協同組合十和支所

窪川 (有)外崎建設

窪川 (株)藤田建設

窪川 （株）ヰセキ中四国四万十営業所

窪川 (有)国元建設

窪川 （社福）しまんと町社会福祉協議会

窪川 全農四万十農機センター

窪川 (株)中四国クボタ窪川営業所

窪川 （社福）しまんと町社会福祉協議会大正支所

窪川 (有)西村建設

窪川 （社福）しまんと町社会福祉協議会十和の里

窪川 高知県立農業担い手育成センター

窪川 四万十町立　窪川中学校

窪川 四万十町商工会

窪川 (有)山一建設

窪川 (有)吉岡建設
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窪川 (有)大和建設

窪川 （社福）しまんと町社会福祉協議会十和支所

窪川 (有)武内商店

窪川 四万十うなぎ（株）

窪川 （株）南国製菓

窪川 窪川若松クレーン

窪川 四万十町森林組合窪川支所

窪川 (医)高幡会大西病院

窪川 高幡消防組合四万十清流消防署

窪川 大旺新洋(株)四万十事業所

窪川 (有)武市電気工事店

窪川 高幡自動車整備協業組合

窪川 四国三友化成(株)

窪川 (有)田辺台地衛生

窪川 (有)石元商店

窪川 高知県農業共済組合西部支所

窪川 (医)川村会くぼかわ病院

窪川 （株）武石建設

窪川 （社福）明成会障害者支援施設オイコニア

窪川 (有)松葉建設

窪川 (有)武田商事

窪川 土居電気工事

窪川 丸正水産(株)

窪川 四万十コンクリート（株）

窪川 伊藤（元）建設

窪川 代行運転ミヤモト

窪川 にし代行運転

窪川 代行運転こいのぼり

窪川 代行ひさ

窪川 代行運転窪川

窪川 （有）トシマ建設

中村 （有）國寅商店

中村 (有)野並電工

中村 豚座建設(株)

中村 中村警察署

中村 泉建設工業（株）中村営業所

中村 大家建材(株)中村出張所

中村 高知県立中村高等学校

中村 四国地方整備局中村河川国道事務所

中村 (株)福田工務店

中村 高知県農業協同組合大方支所

中村 黒潮町役場

中村 四国労働金庫中村支店

中村 植田興業(株)

中村 STKテクノ（株）中村サービスセンター

中村 （株）建設マネジメント四国四万十営業所

中村 損害保険ジャパン（株）四万十営業所

中村 幡多中央消防組合黒潮消防署
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中村 (医)創治　竹本病院

中村 四国電力送配電(株)中村支社

中村 （株）JAメモリアルこうちはた営業所　ルミエール中村

中村 高知県幡多福祉保健所

中村 (有)刈谷土木

中村 岡崎プロパン(株)

中村 (株)四電工中村営業所

中村 （株）スズキ自販高知スズキアリーナ四万十

中村 ホシザキ四国（株）四万十営業所

中村 西村電工（株）

中村 （株）西土佐建設

中村 四万十市西土佐総合支所

中村 高知県農業協同組合佐賀支所

中村 山本建設(株)

中村 （株）STNet高知支店中村営業所

中村 明神水産(株)

中村 黒潮町役場佐賀支所

中村 高知県幡多農業振興センター

中村 高知県幡多土木事務所

中村 サイバラ建設(株)

中村 四国日東エース（株）

中村 四万十自動車学校

中村 （株）富士四万十営業所

中村 (株)奥宮工業

中村 （社福）四万十市社会福祉協議会

中村 中村税務署

中村 マルバン醤油(株)

中村 高知県立中村特別支援学校

中村 明治安田生命保険相互会社土佐中村営業所

中村 (株)サワチカ

中村 （社福）黒潮福祉会老人保健施設　治優園　通所リハビリテーション

中村 小西石油(株)

中村 栄産業（株）四万十営業所

中村 (有)実業土木

中村 天理教土洋分教会

中村 （株）ヰセキ中四国　幡多営業所

中村 高知県農業共済組合西部支所　幡多事業所

中村 高知県農業協同組合西土佐支所

中村 ヤンマーアグリジャパン（株）中村支店

中村 幡多興産（株）

中村 アストモスリテイリング(株)四国カンパニー　中村営業所

中村 （株）ＪＡエナジーこうちはたガスセンター

中村 (株)田辺豊建設

中村 福原建設(株)

中村 こうち生活協同組合四万十支所

中村 ブリヂストンタイヤジャパン（株）四万十営業所

中村 (株)楓商店

中村 四万十市役所
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中村 (株)山崎猛商店中村営業所

中村 西南綜合建設（株）

中村 中山興業(株)

中村 特定非営利活動法人高知県介護の会

中村 （社福）一条協会四万十工房

中村 ミロク商事(株)

中村 (医)四万十会

中村 鹿島道路(株)中村出張所

中村 （株）CCTV高知四万十営業所

中村 (株)柿谷プロパン

中村 (有)秦建設

中村 (株)土居建設

中村 西土佐村森林組合

中村 高知県立幡多農業高等学校

中村 四国通建（株）中村事務所

中村 酒井建設(株)

中村 土佐くろしお鉄道（株）

中村 （有）西岡保険事務所

中村 (有)弘瀬建設

中村 刈谷建設(株)

中村 日本郵便（株）江川崎郵便局

中村 土佐ユートピアカントリークラブ

中村 大三建設(株)

中村 土佐中村郵便局

中村 (有)橋田建設

中村 （社）西土佐福祉会

中村 大方誠心園

中村 (有)平野水道

中村 （株）井上保険事務所

中村 (株)ダイリン

中村 宮地電機(株)電材住建営業部　幡多営業所

中村 幡多石油(株)

中村 (有)幡多重機

中村 高知県農業協同組合幡多地区

中村 (有)益岡建設

中村 マルネン（株）カーテクノ四万十店

中村 高知県西部家畜保健衛生所

中村 四万十森林管理署

中村 エアーテック合同会社

中村 （一社）四国クリエイト協会四万十支所

中村 幡多中央消防組合四万十消防署

中村 （株）四万十ロイヤル新ロイヤルホテル四万十

中村 介護老人保健施設いろは館

中村 (学)中村幼稚園

中村 （一財）四国電気保安協会中村事業所

中村 （株）かんぽ生命保険土佐中村郵便局　かんぽサービス部

中村 （社福）南海福祉会介護老人福祉施設　四万十の郷

中村 (株)日産サティオ高知四万十店
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中村 （有）明神丸

中村 (社福)栄光会若草園

中村 関株式会社中村営業所

中村 （一社）のぞみ

中村 大方綜合建設(株)

中村 幡東森林組合

中村 （株）井上電工

中村 幡多三菱自動車販売(株)

中村 全農中村農機センター

中村 （株）シーメック　四万十営業所

中村 (有)中央ビルサービス

中村 (有)吉本建設

中村 綜合警備保障(株)高知支社　四万十営業所

中村 国土第一警備保障（株）しまんと本社

中村 （有）福永工業

中村 南四国ナショナル特機販売(株)中村営業所

中村 （株）七星食品

中村 (有)国見電工商会

中村 （株）土佐西南黒潮観光

中村 高知トヨタ自動車(株)中村店

中村 入交道路施設(株)幡多支店

中村 (有)黒尊建設

中村 (有)土佐建興

中村 (有)竹村綜合建設

中村 ベルモニー葬祭中村

中村 （社福）黒潮福祉会特別養護老人ホーム　光優

中村 高知重機販売サービス(株)

中村 (公財)四万十市スポーツ協会

中村 (有)藤ノ川建設

中村 中澤氏家薬業(株)中村出張所

中村 (株)杉本住宅産業

中村 ツカサ鋼販(株)

中村 （有）中村打設工業

中村 川崎電気

中村 中村市森林組合

中村 (有)山下建設

中村 西部浄管設備（有）

中村 （株）ダスキンサーヴ中国四国ダスキン大杉

中村 一般財団法人大方青少年育成会

中村 多機能事業所　「アオ」

中村 (医)島津会幡多病院

中村 トヨタカローラ高知(株)中村店

中村 (有)大宮建設

中村 (有)小崎建設

中村 後川建設(有)

中村 出光リテール販売（株）関西カンパニー

中村 （株）ホームエネルギー四国幡多センター

中村 (株)若竹組
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中村 四国三菱ふそう販売（株）高知支店　幡多サービスセンター

中村 （有）富士管財

中村 （株）高知前川種苗中村営業所

中村 西部産廃

中村 （株）中村住設

中村 （株）飛鳥四国支店

中村 (有)富山建設

中村 (有)中秋クレーン

中村 障害児入所施設わかふじ寮

中村 障害者支援施設わかふじ寮

中村 西松建設（株）不破原トンネル出張所

中村 在宅総合ケアセンターあいの家

中村 (有)大同設備

中村 大川筋地域振興組合かわらっこ

中村 (医)和光会木俵病院

中村 大方郵便局

中村 代行運転とんぼ

中村 中村ソーイング(株)

中村 明星建設(有)

中村 (有)冨士産業

中村 四電エンジニアリング(株)高知支店　中村事業所

中村 高知県少年野球連盟東山ボーイズ

中村 (有)大杉設備工業

中村 土佐ガス(株)幡多支店

中村 黒潮町特別養護老人ホームかしま荘

中村 特定非営利活動法人ＮＰＯ砂浜美術館

中村 高知県幡多林業事務所

中村 UDトラックス(株)中村カスタマーセンター

中村 （有）池田造園

中村 高知日産プリンス販売(株)中村支店

中村 （株）福田電気工事店

中村 (有)杉原建設

中村 特別養護老人ホームシーサイドホーム

中村 (株)ワタリコンサルタント本社

中村 (医)慈恵会デイサービスなかむら

中村 朝日生命保険相互会社高知支社　中村営業所

中村 （株）四国銀行中村支店

中村 山口建設（株）不破原トンネル作業所

中村 （株）柏原冷熱設備

中村 植村木材（有）中村事務所

中村 代行運転ＯＲＡＮＧＥ

中村 山ちゃん代行

中村 （株）トーカイ四万十営業所

中村 アトム代行

中村 アサヒ代行サービス

中村 運転代行ふくろう

中村 代行ケンちゃん

中村 佐賀郵便局
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中村 大黒代行

清水 中村警察署清水警察庁舎

清水 大旺新洋(株)清水事業所

清水 障害者支援施設太陽の家

清水 野村建設（有）

清水 平林建設(有)

清水 高知県農業協同組合三崎支所

清水 日本郵便（株）土佐清水郵便局

清水 （有）朝日建設

清水 幡多土木事務所土佐清水事務所

清水 (医)次田会足摺病院

清水 土佐清水食品株式会社（株）

清水 合資会社　サザンクロスしみず

清水 四国電力送配電(株)清水サービスセンター

清水 （社福）あしずり会デイサービスセンターひまわり

清水 （社福）清和会あんきな家

清水 （有）清水車検整備

清水 (株)南国建設

清水 (医)たんぽぽ清悠会

清水 土佐清水市役所

清水 竹村建設（株）

清水 (医)修命会土佐丹羽クリニック

清水 新谷建設(株)

清水 特定非営利活動法人Makana

清水 （社福）清和会あんきな家　清水ヶ丘

清水 土佐清水リゾート合同会社

清水 久百々建設（株）

清水 朝日生命保険相互会社高知支社土佐清水出張所

清水 (医)聖真会　渭南病院

清水 足摺環境衛生(株)

清水 土佐清水市森林組合

清水 仁淀建設(有)

清水 航空自衛隊土佐清水通信隊

清水 土佐ガス西部販売（株）

清水 土佐清水市消防本部

清水 （株）谷口建設

清水 (有)森田組

清水 浅井水産(株)

清水 三崎建設(有)

清水 (株)永野

清水 (学)しみず幼稚園

清水 中島建設(有)

清水 福山水道工事(有)

清水 みのこし代行

宿毛 宿毛警察署

宿毛 四国電力送配電(株)中村支社ネットワークサービス部　宿毛サービスセンター

宿毛 コカ・コーラボトラーズジャパン（株）宿毛セールスセンター

宿毛 (医)互生会　筒井病院
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宿毛 （社福）大月町社会福祉協議会

宿毛 長山建設（株）

宿毛
ｺｶ･ｺｰﾗﾎﾞﾄﾗｰｽﾞｼﾞｬﾊﾟﾝﾍﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ(株)四国ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ事業推進地区部

南予事業所宿毛駐在

宿毛 (株)くりはら

宿毛 (株)小島組

宿毛 渡川ダム統合管理事務所

宿毛 大月町役場

宿毛 月灘建設(株)

宿毛 （有）たんぽぽ訪問介護事業所デイサービスセンターたんぽぽ

宿毛 高知県幡多土木事務所宿毛事務所

宿毛 幡多西部消防組合大月分署

宿毛 （株）大塚建設工業所

宿毛 与力水産（株）

宿毛 公文建設（株）

宿毛 （有）高知県宿毛自動車学校

宿毛 (医)祥星会

宿毛 （有）いけ

宿毛 (公財)高知県総合保健協会幡多健診センター

宿毛 沢良木建設(株)

宿毛 協業組合　テスク

宿毛 大塚建設(株)

宿毛 （社福）土佐希望の家幡多希望の家医療福祉センター

宿毛 トーヨースギウエ(株)宿毛営業所

宿毛 大洋エーアンドエフ(株)柏島事業所

宿毛 特別養護老人ホーム豊寿園

宿毛 （公財）三原村農業公社

宿毛 増田商事(株)

宿毛 （有）晃正工業

宿毛 (有)山中スレート瓦工業所

宿毛 竹村産業(株)

宿毛 宿毛市役所

宿毛 所谷建設(株)

宿毛 高知県農業協同組合幡多地区　宿毛支所

宿毛 すくも湾漁業協同組合

宿毛 宿毛消防署

宿毛 大井田病院

宿毛 （有）野町建設

宿毛 キョクヨーマリンファーム（株）

宿毛 陽和産業(株)宿毛営業所

宿毛 宿毛商銀信用組合

宿毛 （有）西村電気

宿毛 (株)伊与田組

宿毛 （株）四国銀行宿毛支店

宿毛 有田建設（株）

宿毛 朝日生命保険相互会社高知支社　高知大月出張所

宿毛 スワロー会館

宿毛 日本郵便（株）宿毛郵便局
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宿毛 朝日生命保険相互会社高知支社　宿毛営業所

宿毛 (株)西南葬祭

宿毛 サンライズファーム（株）

宿毛 （社福）宿毛市社会福祉協議会

宿毛 山本建設工業(株)

宿毛 岡鉄建設(有)

宿毛 多松建設(株)

宿毛 （有）山戸造園土木

宿毛 三原村役場

宿毛 （株）西和コンサルタント

宿毛 岡村建設(有)

宿毛 全農宿毛農業機センター

宿毛 三共コンクリート(株)

宿毛 （有）布電業社

宿毛 （株）パシフィックメディカル

宿毛 久米建設（株）

宿毛 和光商事(株)大島冷蔵庫

宿毛 幡西道路建設(株)

宿毛 (株)長尾ガス

宿毛 （公財）宿毛市清掃公社

宿毛 三原バス(有)

宿毛 松田建設（有）

宿毛 旭食品(株)高知支店宿毛営業所

宿毛 平田石油（株）

宿毛 (学)栄光学園宿毛幼稚園

宿毛 西南地域ネットワーク（株）

宿毛 畠山建設(株)

宿毛 （株）濵兆

宿毛 (有)浦田商店

宿毛 （有）ツトム建設

宿毛 三陽興産（株）

宿毛 宿毛リゾート椰子の湯

宿毛 福寿建設(株)

宿毛 （株）今宮建設

宿毛 仲上建設（有）

宿毛 (株)安喜建設

宿毛 南陽建設(株)

宿毛 (有)アクア・サワダ

宿毛 高知県立宿毛工業高等学校

宿毛 高知県立宿毛高等学校

宿毛 (株)アスティス幡多支店

宿毛 (有)宿毛建機

宿毛 宿毛市森林組合

宿毛 和秀産業(株)

宿毛 （社福）高知西南福祉協会

宿毛 葵代行運転

宿毛 大月運転代行

宿毛 （株）山本建設
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宿毛 松岡建設(有)

宿毛 石崎建設(株)

宿毛 JA高知県大月支所

宿毛 高知県農業協同組合三原出張所

宿毛 ブルー運転代行

宿毛 大旺新洋(株)宿毛事業所

宿毛 (有)西岡クリーニング店

宿毛 (株)カタシマ  クリエーション

宿毛 日本郵便（株）大月郵便局

宿毛 レストラン一風

宿毛 （有）おおぐし農園

宿毛 西日本フード（株）四万十営業部

宿毛 だるま代行

宿毛 恋や代行

宿毛 イエロー代行

宿毛 西南運転代行

宿毛 三原代行社

宿毛 のらくろ代行運転
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