公益社団法人

高知県防犯協会会員名簿
平成 30 年５月 31 日現在
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高知中央地区地域安全協会長
室戸地区地域安全協議会長
安芸地区地域安全協会長
香南地区地域安全協議会長
南国地区地域安全協会長
香美地区地域安全協会長
いの地区地域安全協会長
土佐地区地域安全協議会長
高吾北地区地域安全協会長
須崎地区地域安全協会長
四万十町地域安全協議会長
中村地区地域安全協会長
土佐清水地区地域安全協会長
宿毛地区地域安全協議会長
高知県金融機関防犯連合会長
高知県少年警察ボランティア協会長

岡﨑 誠也（高知市長）
小松 幹侍（室戸市長）
横山 幾夫（安芸市長）
清藤 真司（香南市長）
平山 耕三（南国市長）
法光院晶一（香美市長）
池田 牧子（いの町長）
板原 啓文（土佐市長）
堀見 和道（佐川町長）
楠瀬 耕作（須崎市長）
中尾 博憲（四万十町長）
中平 正宏（四万十市長）
泥谷 光信（土佐清水市長）
中平 富宏（宿毛市長）
山元 文明
谷
巧

第２ 賛助会員
１ 高知県警備業協会

高知市本町２丁目

２ 高知県質屋組合連合会

高知市梅ノ辻２丁目

３ 株式会社四国銀行

高知市南はりまや町１丁目

４ 日本郵便株式会社高知中央郵便局

高知市北本町 1 丁目

５ 株式会社高知銀行

高知市堺町

６ 株式会社徳島銀行高知支店

高知市北本町 1 丁目

７ 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー

高知市堺町

証券株式会社高知支店
８ 三井住友海上火災保険株式会社
高知支店

高知市駅前町

９ 高知信用金庫

高知市はりまや町２丁目

10 幡多信用金庫

四万十市中村京町 1 丁目

11 株式会社サンシャインチェーン本部

高知市稲荷町

12 株式会社サンプラザ

土佐市高岡町乙

13 イオンモール株式会社
イオンモール高知
14 株式会社フジ フジグラン高知

高知市秦南町 1 丁目
高知市朝倉東町

15 一般社団法人高知県建設業協会

高知市本町４丁目

16 一般社団法人高知県猟友会

高知市小津町

17 一般社団法人日本自動車販売協会連合会高知県支部

高知市大津乙

18 一般社団法人日本二輪車普及安全協会高知県二輪車普及安全協会
松山市森松町
19 高知県軽自動車協会
高知市長浜
20 高知県書店商業組合（富士書房）

高知市本町４丁目

21 高知県旅館ホテル生活衛生同業組合

高知市升形

22 高知県自転車二輪車商協同組合

高知市上町

23 高知県中古自動車販売協会

高知市大津乙

24 高知県ハイヤー協会

高知市大津乙

25 司牡丹酒造株式会社

高岡郡佐川町甲

26 ミタニ建設工業株式会社

高知市針木東町

27 株式会社ヤイロ商事

高知市佐々木町

28 ミドリ警備株式会社

高知市針木東町

29 ALSOK 高知株式会社

高知市本町４丁目

30 セコム高知株式会社

高知市九反田

31 セコムジャスティック高知株式会社

高知市九反田

32 さくら警備株式会社

高知市仁井田

33 有限会社西日本警備保障

高知市北本町 1 丁目

34 株式会社西山合名

高知市駅前町

35 株式会社けんかま

須崎市下分乙

36 旭食品株式会社

南国市領石

37 河野製紙株式会社

高知市下島町

38 とさでん交通株式会社

高知市桟橋通４丁目

39 土佐酒造株式会社

土佐郡土佐町田井

40 新谷建設株式会社

土佐清水市西町

41 株式会社きさらぎ

高知市若松町

42 高知県アミューズメント施設営業者協会

高松市屋島西町

43 株式会社マルハン

京都市上京区

44 有限会社ホームラン

高知市知寄町３丁目

45 有限会社平和商事

須崎市新町１丁目

46 株式会社慶尚

高知市和泉町

47 株式会社土佐商事

土佐市高岡町甲

48 株式会社玉井

高知市知寄町２丁目

49 有限会社成

高知市桟橋通１丁目

50 株式会社ヘイワ

高知市朝倉東町

51 有限会社誠和

四万十市具同

52 有限会社レア

高知市和泉町

53 有限会社聖栄

香美市土佐山田町宝町

54 有限会社エイコウ

香美市香北町美良布

55 有限会社栄幸商事

土佐清水市旭町

56 共栄会館

土佐郡土佐町田井

57 有限会社キング商事

高岡郡津野町姫野々

58 凱勝株式会社

高知市本町 4 丁目

59 有限会社羽田商事

四万十町本町

60 有限会社エムエフ企画

高岡郡梼原町飯母

61 株式会社延田エンタープライズ
１２３はりまや橋店

高知市南はりまや町１丁目

62 一般社団法人高知県トラック協会

高知市南ノ丸町

63 有限会社鍵のフジモト

高知市城見町

64 公益社団法人高知県宅地建物取引業協会

高知市上町１丁目

65 電化工事株式会社

高知市薊野南町

66 土佐通信システム株式会社

高知市江陽町

67 四国電力株式会社高知支店

高知市本町４丁目

68 株式会社たいよう共済高知支店

高知市本町４丁目

69 高知県警友連合会

高知市丸の内２丁目

70 医療法人芳公会香長中央病院

香美市土佐山田町西本町

71 株式会社アイネスト

高知市北秦泉寺

72 株式会社エースワン

高知市薊野南町

73 一般社団法人生命保険協会高知県協会

高知市本町２丁目

74 高知県退職捜査官友の会

高知市西久万

75 高知県遊技業協同組合

高知市桟橋通３丁目

76 社会医療法人近森会

高知市大川筋１丁目

77 医療法人新松田会

高知市愛宕町１丁目

78 株式会社ナンコクスーパー

南国市駅前町１丁目

79 株式会社サニーマート

高知市知寄町２丁目

80 サンピアセリーズ

高知市高須砂地

81 株式会社愛媛銀行高知支店

高知市はりまや町１丁目

82 （公財）日本防災通信協会高知県支部

高知市北本町１丁目

83 高知市旅館ホテル協同組合

高知市升形

84 株式会社伊予銀行高知支店

高知市本町２丁目

85 一般社団法人高知県自動車整備振興会

高知市大津乙

86 株式会社百十四銀行高知支店

高知市本町３丁目

87 高知トヨタ自動車株式会社

高知市北御座３番

88 株式会社香川銀行高知支店

高知市はりまや町２丁目

89 トヨタカローラ高知株式会社

高知市一宮南町１丁目

90 ネッツトヨタ南国株式会社

高知市南川添４番

91 高知トヨペット株式会社

高知市北久保２番

92 株式会社高知中央自動車学校

高知市江陽町４番

93 ネッツトヨタ高知株式会社

高知市札場３番

94 高知日産プリンス販売株式会社

高知市旭町２丁目

95 株式会社日産サティオ高知

高知市知寄町２丁目

96 有限会社野村煎豆加工店

高知大津乙

97 高知県食品工業団地事業協同組合

高知市大津乙

98 全国共済農業協同組合連合会高知県本部

高知市北御座２番

99 株式会社高知ヤマザキ

高知市大津乙

100 高知市農業協同組合

高知市高須東町

101 株式会社 青 柳

高知市大津乙

102 四国乳業株式会社高知支店

高知市大津乙

103 株式会社 晃 立

高知市桜馬場

104 株式会社日本総合警備保障

高知市長浜

105 コスモス農業協同組合

高岡郡佐川町甲

106 一般財団法人高知市桂浜公園観光開発公社

高知市浦戸

107 セキスイハイム東四国株式会社

高知市葛島４丁目

108 相互物流株式会社

高知市大津甲

109 南四国スズキ販売株式会社

高知市高須新町１丁目

110 株式会社南海ケーブルビジョン

高知市針木本町

111 株式会社キタムラ

高知市海老ノ丸

112 一般社団法人日本自動車連盟高知支部

高知市北久保

113 株式会社阿波銀行高知支店

高知市本町４丁目

114 高知ヤクルト販売株式会社

南国市明見

115 有限会社ひろめカンパニー

高知市追手筋２丁目

116 ダイドー・タケナカベンディング株式会社

南国市双葉台

117 株式会社遠藤青汁高知センター

南国市左右山

118 株式会社近澤建設

吾川郡いの町

