
高知県収入証紙売り場一覧（R4.9.28現在）

（注意）この表の各売りさばき所における販売日や販売時間等は標準的なものです、売りさばき所の運営事業者の諸事情により変更が生じる場合もあります。

　　　　また、売りさばき所の運営事業者の事情により取扱う収入証紙の種類や在庫が限られる場合もあります。

区分 電話番号 販売日 販売時間 備考

０８８７−５３−３１１１ 月～金（祝日、12/29～1/3
を除く。）

8:30～17:15

０８８７−５８−３１１１ 月～金（祝日、12/29～1/3
を除く。）

8:30～17:15

０８８７−５９−２３１１ 月～金（祝日、12/29～1/3
を除く。）

8:30～17:15

０８８７−５６−０５１１ 月～金（祝日、12/29～1/3
を除く。）

8:30～17:15

０８８７−７２−０４５０ 月～金（祝日、12/29～1/3
を除く。）

8:30～17:15（12:00～
13:00を除く。）

０８８７−７３−０８１１ 月～金（祝日、12/29～1/3
を除く。）

8:30～17:15（12:00～
13:00を除く。）

０８８−８９３−１１１１

０８８−８６７−２３１１

０８８−８６９−２１１１ 犬猫引き取り
依頼時には事
前に連絡をお
願いします。

０８８９−５２−２２１１ 月～金（祝日、12/29～1/3
を除く。）

8:30～17:15

０８８０−２７−０１１１

０８８０−２８−５１１１

０８８０−４３−２１１７

０８８０-５５-３１１１

０８８０−５２−１１１１ 月～金（祝日、12/29～1/3
を除く。）

9:00～15:00（12:00～
13:00を除く。）

本店 ０８８−８２３−２１１１
大津支店 ０８８−８６６−４１１１
木屋橋〃 ０８８−８８３−１１１１
潮江〃 ０８８−８３１−２１５８
県庁〃 ０８８−８７５−４４６１
高知市役所〃 ０８８−８７３−５８２０
旭〃 ０８８−８２２−５５６１
朝倉〃 ０８８−８４４−１８２１
朝倉南〃 ０８８−８４４−６３０１
弘岡〃 ０８８−８９４−２２２７
甲浦〃 ０８８７−２９−２３２６
室戸〃 ０８８７−２２−１５１５
田野〃 ０８８７−３８−２７１１
安芸〃 ０８８７−３４−１１０１
野市〃 ０８８７−５６−０１３１
赤岡〃 ０８８７−５４−２１０１
大栃代理店 ０８８７−５８−３１０１ 火・木（祝日、12/31～1/3

を除く。）
美良布〃 ０８８７−５９−２３０５ 月・水・金（祝日、12/31

～1/3を除く。）
山田支店 ０８８７−５３−３１５１
南国〃 ０８８−８６３−２１４１
本山〃 ０８８７−７６−２０１１
宇佐代理店 ０８８−８５６−１１０５
高岡支店 ０８８−８５２−２１０１
佐川〃 ０８８９−２２−１２３１
越知〃 ０８８９−２６−１１６６
須崎〃 ０８８９−４２−２３００
須崎東〃 ０８８９−４３−１２５５
窪川〃 ０８８０−２２−１１５５
中村支店 ０８８０−３４−３１３１
清水〃 ０８８０８−２−１２４５
宿毛〃 ０８８０−６３−１１５５
本店営業部 ０８８−８２２−９３１１
大津支店 ０８８−８６６−４００５
高須　〃 ０８８−８８２−８１１５
一宮　〃 ０８８−８４５−５１１１
葛島　〃 ０８８−８８３−２５１１
御座　〃 ０８８−８８２−８４１１
長浜　〃 ０８８−８４２−２２８１
東　〃 ０８８−８８３−４４０１
久万川橋〃 ０８８−８７５−６２５１
南　〃 ０８８−８３１−５２６１
竹島　〃 ０８８−８３１−７１２１
北　〃 ０８８−８２２−５２５７
本町　〃 ０８８−８２２−５２５１
万々　〃 ０８８−８７５−７２０１
西　〃 ０８８−８２２−８１６３
神田　〃 ０８８−８３１−８２２０
室戸　〃 ０８８７−２２−１５２０
中芸　〃 ０８８７−３８−４９０５
安芸　〃 ０８８７−３５−３１４１
南国　〃 ０８８−８６４−０５５１
後免　〃 ０８８−８６３−２１５５
嶺北　〃 ０８８７−８２−０４６１
伊野　〃 ０８８−８９２−１２６２
池川　〃 ０８８９−３４−２３１６
佐川　〃 ０８８９−２２−１１５１
越知　〃 ０８８９−２６−１１５１
須崎東〃 ０８８９−４３−１１１２
梼原　〃 ０８８９−６５−０１８６
大正　〃 ０８８０−２７−０３４１
中村　〃 ０８８０−３４−３１６１
清水　〃 ０８８０８−２−０３５０
宿毛〃 ０８８０−６３−０７７０

名称 売りさばき所

香美市土佐山田町宝町1-2-1　香美市役所

香美市香北町美良布1097　香美市役所香北支所

香美市物部町大栃1390-1　香美市役所物部支所

香南市 香南市野市町西野2706　香南市役所

長岡郡大豊町津家1626　大豊町役場

長岡郡大豊町黒石345-7　大豊町窓口センター

吾川郡いの町1700-1　いの町役場

吾川郡いの町上八川甲1934　いの町役場吾北総合支所

吾川郡いの町長沢123番地12　いの町役場本川総合支所

中土佐町 高岡郡中土佐町久札6663-1　中土佐町役場

高岡郡四万十町大正380　四万十町役場大正地域振興局

高岡郡四万十町十川145-3　四万十町役場十和地域振興局

幡多郡黒潮町入野5893番地　黒潮町役場

幡多郡黒潮町佐賀1092番地１　黒潮町役場佐賀支所

四万十市 四万十市西土佐江川崎2445-2　四万十市役所西土佐総合支
所

高知市南はりまや町1-1-1
高知市大津乙1011-1
高知市菜園場町1-21
高知市桟橋通3-31-3
高知市丸ノ内1-2-20県庁内
高知市本町5－1－45　高知市役所内
高知市旭町2-51-3
高知市曙町2-3-5
高知市鴨部2-19-8
高知市春野町弘岡中1786-2
安芸郡東洋町大字河内30-10
室戸市室津2396-9
安芸郡田野町1428-1
安芸市矢ノ丸2-3-18
香南市野市町西野2050
香美市赤岡町769
香美市物部町大栃1452-5

香美市香北町美良布1102-9

香美市土佐山田町東本町1-2-18
南国市後免町144-2
長岡郡本山町本山749
土佐市宇佐町宇佐1804-3
土佐市高岡町甲2045-1
高岡郡佐川町甲1443
高岡郡越知町越知甲1720
須崎市西古市町3-7
須崎市緑町8-2
高岡郡四万十町本町5-9
四万十市駅前町3-13
土佐清水市清水ヶ丘7-7
宿毛市駅前町1-1202
高知市堺町2-24
高知市大津乙1236-1
高知市高須3-3-35
高知市一宮中町1-8-7
高知市葛島2-3-43
高知市南御座10-31
高知市長浜796-1
高知市はりまや町1-13-26
高知市塩田町12-3
高知市桟橋通2-12-8
高知市竹島町3-1
高知市北本町1-13-7
高知市本町4-1-16
高知市中万々22-3
高知市上町5-4-5
高知市神田1007-3
室戸市浮津794-2
安芸郡奈半利町乙1645
安芸市本町2-1-11
南国市大埇甲1445
南国市後免町1-8-34
土佐郡土佐町田井字舞田1447
吾川郡いの町新町80
吾川郡仁淀川町土居甲1020
高岡郡佐川町字西町甲1514
高岡郡越知町越知甲1479-2
須崎市緑町1-35
高岡郡梼原町梼原1444-1
高岡郡四万十町大正380
四万十市中村一条通1-54
土佐清水市清水ヶ丘５-15
宿毛市宿毛5376-2

香美市

大豊町

いの町 月～金（祝日、12/29～1/3
を除く。）

8:30～17:15

四万十町 月～金（祝日、12/29～1/3
を除く。）

8:30～17:15(12:00～13：
00を除く）

黒潮町 月～金（祝日、12/29～1/3
を除く。）

8:30～17:15

市町村

銀行 (株)四国
銀行

月～金（祝日、12/31～1/3
を除く。）

9:00～15:00

月～金（祝日、12/31～1/3
を除く。）

(株)高知
銀行

月～金　　　　　　　　　　
（祝日、12/31～1/3を除
く。）

9:00～15:00



高知県収入証紙売り場一覧（R4.9.28現在）

（注意）この表の各売りさばき所における販売日や販売時間等は標準的なものです、売りさばき所の運営事業者の諸事情により変更が生じる場合もあります。

　　　　また、売りさばき所の運営事業者の事情により取扱う収入証紙の種類や在庫が限られる場合もあります。

区分 電話番号 販売日 販売時間 備考名称 売りさばき所

０８８−８９３−４８３３ ①月～金　　　　　　　　　　　　
②日                     
（祝日、12/29～1/3を除
く。）

①8:30～17:15(12：00～
13:00を除く。）
②8:00～14:30（12:00～
13:00を除く。）

０８８−８７５−１６６４
０８８−８３１−５３５０
０８８−８６６−０１１０
０８８７−２２−０１１０
０８８７−３４−０１１０
０８８７−５４−０３０３
０８８７−５２−２８２９
０８８−８６３−２２２１
０８８７−７６−０１１０
０８８−８９３−１２３４
０８８−８５２−３７７６
０８８９−２２−０１１０
０８８９−４２−０１１０
０８８０−２２−０１１０
０８８０−３４−０１１０
０８８０−８２−０１１１
０８８０−６３−０１１０

高知県東部食品衛
生協会

０８８７−３４−３１７５

高知県中央東食品
衛生協会

０８８７−５３−２９３５

高知県中央西食品
衛生協会

０８８９−２２−１９００

高知県高幡食品衛
生協会

０８８９−４３−０７２２

高知県幡多食品衛
生協会

０８８０−３４−５１１９

０８８−８４５−７６６４ 月～金（祝日、祭日、
12/29～1/3を除く。）

9:00～17:00

０８８−８９３−０５１２

月～金（祝日、12/31～1/3
を除く。）

8:30～15:00

日高支所 ０８８９-２４－５１２１

吾川支所 ０８８９－３５－０３１１

仁淀出張所 ０８８９－３２－１１１６ 8:30～15:00(11:30～
12:30を除く。）

０８８−８２５−２９３３ 月～金（祝日、12/28～1/3
を除く。）

8:30～17：15

０８８−８５６−６６４１ 月～金（祝日、12/25～1/3
を除く。）

9:00～17:00 地区猟友会へ
の郵送以外は
原則として、
郵送は行って
いません。

０８８−８７２−８９６２ 月～金（祝日、12/29～
1/3、お盆休みを除く。)

8:30～17:00　　　　　　　　　　　　

本店 ０８８−８２３−９０５１ 8:00～17:45 県外等遠隔地
の方からの、
郵送での販売
にも対応しま
す。

西庁舎支部 ０８８−８２１−４７９３ 8:00～17:30

配送センター ０８８−８８２−７５１１ 8:30～17:30

安芸支部 ０８８７−３５−３６１１ 9:00～16:00（13:00～
14:00を除く。）

中村支部 ０８８０−３４−０８６４ 8:15～15:15

０８８−８２３−９０９９ 月～金（祝日、12/29～1/3
を除く。)

8:30～17:15（12:00～
13:00は不在の場合も有）　　　　　　　　　　　　

０８８−８４４−１５０１ 月～金（祝日、8/11～
8/15、12/29～1/6を除
く。）
※夏期及び年末年始の休業
日は変更になる場合があり
ます。

8:30～17:30
※大学休業期間は短縮営
業となります。    

大学の学事等
により、販売
日及び時間の
変更あり。

０８８−８２３−８３２５ 月～金（祝日、12/29～1/3
を除く。)

9:00～17:00

０８８７−７６−２７７７ 月～土（祝日、1/１～1/3を除
く）

9:00～17:00

０８８−８９２−３９５５ 月～金（祝日、8/13～8/15
と12/28～1/3を除く。）

8:30～17:00　　　　　　　　　　　　県外等遠隔地
の方からの、
郵送での販売
にも対応しま
す。

吾川郡いの町枝川200　警察本部運転免許センター内

高知市北本町1-10-12　高知警察署内
高知市桟橋通4-15-11　高知南警察署内
高知市大津乙807-1　高知東警察署内
室戸市室戸岬町5523-1　室戸警察署内
安芸市矢ノ丸2-9-2　安芸警察署内
香南市赤岡町1375　南国警察署・香南警察庁舎内
香美市土佐山田町栄町12-2　南国警察署・香美警察庁舎内
南国市大埇乙799-1　南国警察署内
長岡郡本山町本山850-1　高知東警察署・本山警察庁舎内
吾川郡いの町1290-4　土佐警察署・いの警察庁舎内
土佐市高岡町甲1842-1　土佐警察署内
高岡郡佐川町丙3555　佐川警察署内
須崎市山手町1-8　須崎警察署内
高岡郡四万十町榊山町4-19　窪川警察署内
四万十市右山2034-17　中村警察署内
土佐清水市幸町3-5　中村警察署・清水警察庁舎内
宿毛市幸町7-54　宿毛警察署内

一般社団法人高知県食品衛生
協会

安芸市矢ノ丸1-4-36　安芸福祉保健所内

香美市土佐山田町山田1128-1　中央東福祉保健所内

高岡郡佐川町甲1243-4　中央西福祉保健所内

須崎市東古市町6-26　須崎福祉保健所内

四万十市中村山手通19　幡多福祉保健所内

一般社団法人高知県発明協会 高知市布師田3992-3　高知県工業技術センター内

一般社団法人高知県指定自動
車学校協会

吾川郡いの町枝川200

高知県農業協同組合

高岡郡日高村本郷238

吾川郡仁淀川町大崎122

吾川郡仁淀川町森2571

高知市食品衛生協会 高知市丸ノ内1-7-45　総合あんしんセンター1階

一般社団法人高知県猟友会 高知市上町2-7-2

高知県建設業協同組合 高知市本町4-2-15高知県建設会館内

高知市丸ノ内1-2-20　県庁内

高知市丸ノ内1-7-52　西庁舎内

高知市稲荷町6-22

安芸市矢ノ丸1-4-36　安芸総合庁舎内

四万十市中村山手通19　幡多総合庁舎内

高知県危険物安全協会 高知市丸ノ内1-2-20　消防政策課内

高知大学生活協同組合 高知市曙町2-5-1

一般社団法人高知県安全運転
管理者協議会連合会

高知市丸ノ内1-2-20

柿本産業(株) 長岡郡本山町本山800

一般社団法人高知県製紙工業
会

吾川郡いの町波川287-4　紙産業技術センター内

月～金（祝日、12/29～1/3を
除く.）

8:30～17:15(12:00～13：00
を除く。）

※職員不在の
場合は、販売
できないこと
があります。

高知県庁
消費生活
協同組合

月～金（祝日、12/29～1/3
を除く。)

会社団体 一般社団法人高知県交通安全
協会

※職員不在の
場合は、販売
できないこと
があります。

月～金（祝日、12/29～1/3
を除く。)

8:30～17:15(12:00～13：
00を除く）



高知県収入証紙売り場一覧（R4.9.28現在）

（注意）この表の各売りさばき所における販売日や販売時間等は標準的なものです、売りさばき所の運営事業者の諸事情により変更が生じる場合もあります。

　　　　また、売りさばき所の運営事業者の事情により取扱う収入証紙の種類や在庫が限られる場合もあります。

区分 電話番号 販売日 販売時間 備考名称 売りさばき所

０８８７−７６−２２３０ 月～金（祝日を含む。） 8:30～17:00　　　　　　　　　　　　販売日は、祝
日も営業して
いますが、お
盆休み、年末
年始、5月の
連休は、その
年により日程
は違いますが
休みがありま
す。

０８８−８２４−３４０４ 月～金（祝日、12/28～1/3
を除く。）

8:30～17：15（12:00～
13:00を除く。）

０８８−８２３−９６５６ ①月～木　　　　　　　　　　　　　
②金　　　　　　　　　　　　　　
③日　　　　　　　　　　　　　
（祝日、12/29～1/3を除
く。）

①8:30～17:15　　　　　　　　　　　
②8:30～19:00                    
③8:30～17:00

０８８０−３５−４０５４ ①月・水　　　　　　　　　　
②金　　　　　　　　　　　　　
（祝日、12/29～1/3を除
く。）

①9:00～11:30、13:00～
16:30
②9:00～11:30、13:00～
19:00

０８８−８８５−３１７８ 月～金（1/1～1/3、祝日を
除く。）

10:00～16:00　　　　　　　　　県内、県外の
方からの郵送
での販売を受
け付けており
ます、詳しく
はHPをご覧く
ださい。

０８８−８６６−１３１１ 年中無休 24時間対応

０８８−８２２−４６６９ 月～金（祝日、お盆休み及
び年末年始を除く。）

9:00～17:00 お盆休み及び
年末年始の休
業日はその年
によって日程
が異なりま
す。

０８８-８２６-６５５０ 年中無休　 7:00～21:00

０８８－８６６－４５６６ 年中無休 24時間対応

０８８−８２２−３０００ 月～金（祝日、12/29～1/4
を除く。）

10:00～15:00（12:00～
13:00を除く。）

０８８−８７５−１４１５ 月～土（祝日、12/28～1/4
を除く。）

9:00～17:00

０８８−８８２−３３５１ 月～金（12/26～1/4、祝日
を除く。）

9:00～17:00（12:00～
13:00を除く。）

０８８−８５５−３３７７ 月～金（祝日、12/26～
1/6、5月連休、お盆休みを
除く。）

9:00～17:00（12:00～
13:00を除く。）

０８８−８６６−１７６６ 月～金（祝日、12/29～1/3
を除く。）

9：00～17：00 事前に連絡を
いただければ
休日でも販売
可能な場合が
あります。

０８８−８６６−２７６１ 年中無休 24時間対応

０８８－８７９－６７９１ 月～金（祝日、12/29～1/3
を除く。）

8:30～18:00

嶺北建設業協同組合 長岡郡本山町本山526-1

一般社団法人高知県警備業協
会

高知市本町2丁目3-31　LSビル3階

高知市丸ノ内1-2-20高知県庁1階　県庁パスポート窓口

四万十市中村山手通19　幡多総合庁舎2階　幡多パスポート
窓口

高知県屋外広告美術協同組合 高知市稲荷町10-23　スカイハイツ301

株式会社ネクスト 高知市大津乙１８４７－６　
ファミリーマート大津乙店

公益社団法人全日本不動産協
会

高知市本町1-2-14
公益社団法人全日本不動産協会高知県本部

有限会社鏡川商事 高知市本町5-1-45
ファミリーマート高知市役所店

株式会社ｒｅｂｏｏｏｔ 高知市大津乙1008-3
ファミリーマート高知大津バイパス店

北村　霞代子 高知市本町5-1-1三和ビル2階

長田　理恵 高知市升形5-2(有)ワイ・オー設計内

堀内　正枝
四ノ宮　貴代

高知市葛島3-10-16
中山健二法務事務所

山下　吉則 高知市河ノ瀬町167竹田ビル2階

小笠原　嘉宏 高知市大津乙1879-8
ＴＯＳＡ行政書士事務所

吉本　智穂 高知市大津字世々羅乙1807-1
ローソン高知大津店

山口　真美 高知市東石立町48-1コーポサンセール201
行政書士真山事務所

とさでん交通(株)

個人


