「参考１」

『愛媛県収入証紙』売りさばき所（抜粋）
[最終：H28.11.04告示分]
※

『愛媛県収入証紙』(しゅうにゅうしょうし)を扱っている金融機関の一覧です。
国が発行する「収入印紙」(いんし)ではありません。間違って購入しても返金されません
ので、ご注意ください。
市町

松山市

今治市

宇和島市

八幡浜市

指定人（金融機関等）
伊予銀行 本店営業部
伊予銀行 本町支店
伊予銀行 松山駅前支店
伊予銀行 湊町支店
伊予銀行 立花支店
伊予銀行 新立支店
伊予銀行 大街道支店
伊予銀行 愛媛県庁支店
愛媛銀行 県庁支店
愛媛県信用農業協同組合連合会
伊予銀行 一万支店
伊予銀行 道後支店
伊予銀行 三津浜支店
伊予銀行 堀江支店
伊予銀行 森松支店
伊予銀行 空港通支店
伊予銀行 久米支店
伊予銀行 和気支店
伊予銀行 城北支店
伊予銀行 桑原支店
伊予銀行 小野支店
伊予銀行 中島支店
伊予銀行 北条支店
伊予銀行 今治支店
伊予銀行 中浜支店
伊予銀行 日吉支店
伊予銀行 波止浜支店
伊予銀行 桜井支店
伊予銀行 菊間支店
伊予銀行 大島支店
伊予銀行 伯方支店
伊予銀行 宮浦支店
伊予銀行 大西支店
伊予銀行 宇和島支店
伊予銀行 追手支店
伊予銀行 和霊町支店
伊予銀行 吉田支店
伊予銀行 岩松支店
日振島漁業協同組合
宇和島漁業協同組合
吉田町漁業協同組合
下灘漁業協同組合
蒋渕漁業協同組合
遊子漁業協同組合
伊予銀行 八幡浜支店
伊予銀行 矢野町支店
伊予銀行 川之石支店

売りさばき所
松山市南堀端町1番地
松山市本町4丁目6番地2
松山市大手町2丁目5番地7
松山市湊町4丁目4番地3
松山市祇園町6番4号
松山市築山町7番1号
松山市二番町2丁目8番地13
松山市一番町4丁目4番地2
松山市一番町4丁目4番地2
松山市一番町4丁目4の2 愛媛県庁支店
松山市勝山町2丁目20番地1
松山市道後湯之町2番11号
松山市三杉町9番1号
松山市堀江町甲1637番地4
松山市森松町684番地1
松山市空港通2丁目10番1号
松山市南久米町675番地3
松山市和気町1丁目72番地3
松山市清水町3丁目43番地15
松山市桑原3丁目3番1号
松山市北梅本町665番地1
松山市中島大浦3048番地
松山市北条辻1381番地
今治市常盤町4丁目2番地1
今治市中浜町1丁目2番地7
今治市常盤町6丁目5番20号
今治市波止浜1丁目1番4号
今治市桜井2丁目5番41号
今治市菊間町浜500番地
今治市吉海町八幡162番地2
今治市伯方町木浦字樋之口甲1681番地の第2
今治市大三島町宮浦5402番地
今治市大西町新町甲760番地1
宇和島市新町2丁目8番3号
宇和島市本町追手2丁目4番11号
宇和島市和霊元町4丁目1番5号
宇和島市吉田町本町29番地
宇和島市津島町岩松858番地第1
宇和島市日振島1682番地
宇和島市桝形町2丁目6番11号
宇和島市吉田町立間尻甲428番地
宇和島市津島町嵐番外23番地2
宇和島市蒋渕1122番地
宇和島市遊子2548番地
八幡浜市380番地第1
八幡浜市字下浜田1355番地の1
八幡浜市保内町宮内1番耕地260番地 八幡浜市役所保内庁舎内

新居浜市

伊予銀行 新居浜支店
伊予銀行 角野支店
伊予銀行 新居浜東支店

新居浜市繁本町5番20号
新居浜市喜光地町1丁目11番15号
新居浜市松神子1丁目1番38号

市町

指定人（金融機関等）

伊予銀行 西条支店
伊予銀行 大町支店
伊予銀行 三芳支店
西条市
伊予銀行 壬生川支店
伊予銀行 小松支店
伊予銀行 丹原支店
周桑農業協同組合
伊予銀行 大洲本町支店
伊予銀行 大洲支店
大洲市
伊予銀行 長浜支店
愛媛たいき農業協同組合
伊予銀行 中山支店
伊予市
伊予銀行 上灘支店
伊予銀行 郡中支店
伊予銀行 川之江支店
伊予銀行 三島支店
うま農業協同組合 金生支店
四国中央市 うま農業協同組合 川之江中央支店
うま農業協同組合 川之江支店
うま農業協同組合 川滝支店
うま農業協同組合 土居中央支店
伊予銀行 高山支店
伊予銀行 卯之町支店
西予市
伊予銀行 野村支店
伊予銀行 三瓶支店
伊予銀行 横河原支店
東温市
越智今治農業協同組合 岩城支所
上島町
久万高原町 伊予銀行 久万支店
伊予銀行 松前支店
松前町
伊予銀行 砥部支店

砥部町
内子町
伊方町
松野町
鬼北町

愛南町

えひめ中央農業協同組合宮内支所(公金派出所)

伊予銀行 内子支店
伊予銀行 五十崎支店
伊予銀行 小田支店
えひめ中央農業協同組合 小田支所
伊予銀行 三崎支店
伊予銀行 伊方支店
伊予銀行 松丸支店
伊予銀行 近永支店
えひめ南農業協同組合 三島支所
伊予銀行 愛南支店
えひめ南農業協同組合 内海支所
えひめ南農業協同組合 西海支所
えひめ南農業協同組合 福浦支所
えひめ南農業協同組合 南宇和城辺支所
えひめ南農業協同組合 一本松支所

売りさばき所
西条市大町字弁財天681番地の1
西条市大町北ノ丁1504番地の23
西条市三芳1234番地2
西条市三津屋南8番30
西条市小松町新屋敷甲448番地1
西条市丹原町丹原249番地
西条市丹原町池田1701番地1
大洲市大洲38番地
大洲市中村603番地2
大洲市長浜甲266番地の1
大洲市東大洲198番地
伊予市中山町中山丑364番地の1
伊予市双海町上灘甲5712番地4
伊予市灘町129番地
四国中央市川之江町神ノ木1856番地7
四国中央市三島中央1丁目5番16号
四国中央市金生町下分2550番地2
四国中央市妻鳥町1121番地
四国中央市川之江町4064番地
四国中央市川滝町下山1873番地の1
四国中央市土居町中村1097番地
西予市明浜町高山甲1470番地
西予市宇和町卯之町3丁目296番地
西予市野村町野村12号516番地
西予市三瓶町朝立1番耕地548番地第6
東温市横河原字桟敷343番地1
越智郡上島町岩城1528番地
上浮穴郡久万高原町久万313番地の1
伊予郡松前町大字筒井字南内開348番地1
伊予郡砥部町大南212番地
伊予郡砥部町宮内1392番地
喜多郡内子町内子2241番地1
喜多郡内子町五十崎甲1303番地10
喜多郡内子町小田81番地
喜多郡内子町寺村1018番地
西宇和郡伊方町三崎692番地 伊方町役場三崎支所内

西宇和郡伊方町湊浦1098番地第1
北宇和郡松野町松丸297番地
北宇和郡鬼北町大字近永664番地
北宇和郡鬼北町大字小松1400番地1
南宇和郡愛南町御荘平城3636番地1
南宇和郡愛南町柏468番地
南宇和郡愛南町船越1178番地1
南宇和郡愛南町福浦1233番地
南宇和郡愛南町城辺乙451番地

南宇和郡愛南町一本松1281番地

◇ 他に、愛媛県下の自動車教習所(自動車学校)でも購入できます。

〒790-8570
愛媛県松山市一番町４丁目４－２
愛媛県 出納局 会計課 会計指導係
TEL(089)941-2111（代表）
FAX(089)943-6891

