
国の機関 (行政機関) 令和５年４月26日現在

法人番号 名称 所在地 備考

3000012010001 内閣官房 東京都千代田区永田町１丁目６－１

2000012010002 人事院 東京都千代田区霞が関１丁目２－３

1000012010003 内閣法制局 東京都千代田区霞が関３丁目１－１中央合同庁舎第４号館

9000012010004 国家安全保障会議 東京都千代田区永田町２丁目４－１２

8000012010005 高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部 東京都千代田区霞が関３丁目３－１尚友会館

7000012010006 都市再生本部 東京都千代田区永田町１丁目１１－３９永田町合同庁舎８階

6000012010007 構造改革特別区域推進本部 東京都千代田区永田町１丁目１１－３９永田町合同庁舎６階

5000012010008 知的財産戦略本部 東京都千代田区永田町１丁目６－１内閣府本府庁舎３階

4000012010009 地球温暖化対策推進本部 東京都千代田区永田町１丁目６－１

2000012010010 地域再生本部 東京都千代田区永田町１丁目１１－３９永田町合同庁舎６階

1000012010011 郵政民営化推進本部 東京都千代田区永田町１丁目１１－３９

9000012010012 中心市街地活性化本部 東京都千代田区永田町１丁目１１－３９永田町合同庁舎７階

8000012010013 道州制特別区域推進本部 東京都千代田区永田町１丁目６－１

7000012010014 総合海洋政策本部 東京都千代田区霞が関３丁目７－１霞が関東急ビル１６階

6000012010015 宇宙開発戦略本部 東京都千代田区霞が関３丁目７－１霞が関東急ビル１６階

5000012010016 総合特別区域推進本部 東京都千代田区永田町１丁目１１－３９永田町合同庁舎６階

4000012010017 復興庁 東京都千代田区霞が関３丁目１－１

3000012010018 原子力防災会議 東京都千代田区永田町１丁目６－１
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2000012010019 内閣府 東京都千代田区永田町１丁目６－１

9000012010020 宮内庁 東京都千代田区千代田１－１

8000012010021 公正取引委員会 東京都千代田区霞が関１丁目１－１

7000012010022 国家公安委員会 東京都千代田区霞が関２丁目１－２中央合同庁舎第２号館

6000012010023 金融庁 東京都千代田区霞が関３丁目２－１中央合同庁舎第７号館

5000012010024 消費者庁 東京都千代田区霞が関３丁目１－１中央合同庁舎第４号館

4000012010025 個人情報保護委員会 東京都千代田区霞が関３丁目２－１霞が関コモンゲート西館３２階

1000012010028 国土強靱化推進本部 東京都千代田区永田町１丁目６－１

9000012010029 社会保障制度改革推進本部 東京都千代田区永田町１丁目６－１

7000012010030 社会保障制度改革推進会議 東京都千代田区永田町１丁目６－１

6000012010031 健康・医療戦略推進本部 東京都千代田区永田町１丁目１１－３９

5000012010032 水循環政策本部 東京都千代田区霞が関２丁目１－３合同庁舎３号館２階

4000012010033 まち・ひと・しごと創生本部 東京都千代田区永田町１丁目６－１中央合同庁舎第８号館

3000012010034
東京オリンピック競技大会・東京パラリン
ピック競技大会推進本部

東京都千代田区永田町１丁目６－１

2000012010035 サイバーセキュリティ戦略本部 東京都千代田区永田町２丁目３－１

1000012010036 特定複合観光施設区域整備推進本部 東京都千代田区霞が関３丁目２－５霞が関ビルディング１２階

9000012010037 カジノ管理委員会 東京都港区虎ノ門４丁目３－１城山トラストタワー１３階

8000012010038 デジタル庁 東京都千代田区紀尾井町１番３号東京ガーデンテラス紀尾井町
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7000012010039 こども家庭庁 東京都千代田区霞が関３丁目２番５号霞が関ビルディング

2000012020001 総務省 東京都千代田区霞が関２丁目１－２中央合同庁舎第２号館

1000012020002 公害等調整委員会 東京都千代田区霞が関３丁目１－１中央合同庁舎第４号館１０階

9000012020003 消防庁 東京都千代田区霞が関２丁目１－２

1000012030001 法務省 東京都千代田区霞が関１丁目１－１

9000012030002 公安審査委員会 東京都千代田区霞が関１丁目１－１

8000012030003 公安調査庁 東京都千代田区霞が関１丁目１－１

7000012030004 出入国在留管理庁 東京都千代田区霞が関１丁目１－１

9000012040001 外務省 東京都千代田区霞が関２丁目２－１

8000012050001 財務省 東京都千代田区霞が関３丁目１－１

7000012050002 国税庁 東京都千代田区霞が関３丁目１－１

7000012060001 文部科学省 東京都千代田区霞が関３丁目２－２

6000012060002 文化庁 東京都千代田区霞が関３丁目２－２

5000012060003 スポーツ庁 東京都千代田区霞が関３丁目２－２

6000012070001 厚生労働省 東京都千代田区霞が関１丁目２－２

5000012070002 中央労働委員会 東京都港区芝公園１丁目５－３２

5000012080001 農林水産省 東京都千代田区霞が関１丁目２－１

4000012080002 林野庁 東京都千代田区霞が関１丁目２－１
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3000012080003 水産庁 東京都千代田区霞が関１丁目２－１

4000012090001 経済産業省 東京都千代田区霞が関１丁目３－１

3000012090002 資源エネルギー庁 東京都千代田区霞が関１丁目３－１

2000012090003 特許庁 東京都千代田区霞が関３丁目４－３

1000012090004 中小企業庁 東京都千代田区霞が関１丁目３－１

2000012100001 国土交通省 東京都千代田区霞が関２丁目１－３

1000012100002 運輸安全委員会 東京都新宿区四谷１丁目６－１

9000012100003 観光庁 東京都千代田区霞が関２丁目１－２

8000012100004 気象庁 東京都港区虎ノ門３丁目６－９

7000012100005 海上保安庁 東京都千代田区霞が関２丁目１－３

1000012110001 環境省 東京都千代田区霞が関１丁目２－２中央合同庁舎第５号館

9000012110002 原子力規制委員会 東京都港区六本木１丁目９－９

9000012120001 防衛省 東京都新宿区市谷本村町５－１

8000012120002 防衛装備庁 東京都新宿区市谷本村町５－１

8000012130001 警察庁 東京都千代田区霞が関２丁目１－２

7000012140001 最高検察庁 東京都千代田区霞が関１丁目１－１

6000012140002 東京高等検察庁 東京都千代田区霞が関１丁目１－１

5000012140003 大阪高等検察庁 大阪府大阪市福島区福島１丁目１－６０
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4000012140004 名古屋高等検察庁 愛知県名古屋市中区三の丸４丁目３－１

3000012140005 広島高等検察庁 広島県広島市中区上八丁堀２－３１

2000012140006 福岡高等検察庁 福岡県福岡市中央区六本松４丁目２－３

1000012140007 仙台高等検察庁 宮城県仙台市青葉区片平１丁目３－１

9000012140008 札幌高等検察庁 北海道札幌市中央区大通西１２丁目

8000012140009 高松高等検察庁 香川県高松市丸の内１－１

6000012140010 東京地方検察庁 東京都千代田区霞が関１丁目１－１

5000012140011 横浜地方検察庁 神奈川県横浜市中区日本大通９

4000012140012 さいたま地方検察庁 埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目１６－５８

3000012140013 千葉地方検察庁 千葉県千葉市中央区中央４丁目１１－１

2000012140014 水戸地方検察庁 茨城県水戸市北見町１－１

1000012140015 宇都宮地方検察庁 栃木県宇都宮市小幡２丁目１－１１

9000012140016 前橋地方検察庁 群馬県前橋市大手町３丁目２－１

8000012140017 静岡地方検察庁 静岡県静岡市葵区追手町９－４５

7000012140018 甲府地方検察庁 山梨県甲府市中央１丁目１１－８

6000012140019 長野地方検察庁 長野県長野市大字長野旭町１１０８

4000012140020 新潟地方検察庁 新潟県新潟市中央区西大畑町５１９１

3000012140021 大阪地方検察庁 大阪府大阪市福島区福島１丁目１－６０
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2000012140022 京都地方検察庁 京都府京都市上京区新町通下長者町下る両御霊町８２

1000012140023 神戸地方検察庁 兵庫県神戸市中央区橘通１丁目４－１

9000012140024 奈良地方検察庁 奈良県奈良市登大路町１－１

8000012140025 大津地方検察庁 滋賀県大津市京町３丁目１－１

7000012140026 和歌山地方検察庁 和歌山県和歌山市二番丁３

6000012140027 名古屋地方検察庁 愛知県名古屋市中区三の丸４丁目３－１

5000012140028 津地方検察庁 三重県津市中央３－１２

4000012140029 岐阜地方検察庁 岐阜県岐阜市美江寺町２丁目８

2000012140030 福井地方検察庁 福井県福井市春山１丁目１－５４

1000012140031 金沢地方検察庁 石川県金沢市大手町６－１５

9000012140032 富山地方検察庁 富山県富山市西田地方町２丁目９－１６

8000012140033 広島地方検察庁 広島県広島市中区上八丁堀２－３１

7000012140034 山口地方検察庁 山口県山口市駅通り１丁目１－２

6000012140035 岡山地方検察庁 岡山県岡山市北区南方１丁目８－１

5000012140036 鳥取地方検察庁 鳥取県鳥取市西町３丁目２０１

4000012140037 松江地方検察庁 島根県松江市母衣町５０

3000012140038 福岡地方検察庁 福岡県福岡市中央区六本松４丁目２－３

2000012140039 佐賀地方検察庁 佐賀県佐賀市中の小路５－２５
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9000012140040 長崎地方検察庁 長崎県長崎市万才町９－３３

8000012140041 大分地方検察庁 大分県大分市荷揚町７－５

7000012140042 熊本地方検察庁 熊本県熊本市中央区京町１丁目１２－１１

6000012140043 鹿児島地方検察庁 鹿児島県鹿児島市山下町１３－１０

5000012140044 宮崎地方検察庁 宮崎県宮崎市別府町１－１

4000012140045 那覇地方検察庁 沖縄県那覇市樋川１丁目１５－１５

3000012140046 仙台地方検察庁 宮城県仙台市青葉区片平１丁目３－１

2000012140047 福島地方検察庁 福島県福島市狐塚１７

1000012140048 山形地方検察庁 山形県山形市大手町１－３２

9000012140049 盛岡地方検察庁 岩手県盛岡市内丸８－２０

7000012140050 秋田地方検察庁 秋田県秋田市山王７丁目１－２

6000012140051 青森地方検察庁 青森県青森市長島１丁目３－２５

5000012140052 札幌地方検察庁 北海道札幌市中央区大通西１２丁目

4000012140053 函館地方検察庁 北海道函館市上新川町１－１３

3000012140054 旭川地方検察庁 北海道旭川市花咲町４丁目

2000012140055 釧路地方検察庁 北海道釧路市柏木町５－７

1000012140056 高松地方検察庁 香川県高松市丸の内１－１

9000012140057 徳島地方検察庁 徳島県徳島市徳島町２丁目１７
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8000012140058 高知地方検察庁 高知県高知市丸ノ内１丁目４－１

7000012140059 松山地方検察庁 愛媛県松山市一番町４丁目４－１

6000012150001 会計検査院 東京都千代田区霞が関３丁目２－２

5000012160001 東京第一検察審査会 東京都千代田区霞が関１丁目１－４

4000012160002 東京第二検察審査会 東京都千代田区霞が関１丁目１－４

3000012160003 東京第三検察審査会 東京都千代田区霞が関１丁目１－４

2000012160004 東京第四検察審査会 東京都千代田区霞が関１丁目１－４

1000012160005 東京第五検察審査会 東京都千代田区霞が関１丁目１－４

9000012160006 東京第六検察審査会 東京都千代田区霞が関１丁目１－４

8000012160007 立川検察審査会 東京都立川市緑町１０－４

7000012160008 横浜第一検察審査会 神奈川県横浜市中区日本大通９

6000012160009 横浜第二検察審査会 神奈川県横浜市中区日本大通９

4000012160010 横浜第三検察審査会 神奈川県横浜市中区日本大通９

3000012160011 横須賀検察審査会 神奈川県横須賀市新港町１－９

2000012160012 小田原検察審査会 神奈川県小田原市本町１丁目７－９

1000012160013 さいたま第一検察審査会 埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目１６－４５

9000012160014 さいたま第二検察審査会 埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目１６－４５

8000012160015 川越検察審査会 埼玉県川越市宮下町２丁目１－３
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7000012160016 熊谷検察審査会 埼玉県熊谷市宮町１丁目６８

6000012160017 千葉第一検察審査会 千葉県千葉市中央区中央４丁目１１－２７

5000012160018 千葉第二検察審査会 千葉県千葉市中央区中央４丁目１１－２７

4000012160019 松戸検察審査会 千葉県松戸市岩瀬無番地

2000012160020 木更津検察審査会 千葉県木更津市新田２丁目５－１

1000012160021 八日市場検察審査会 千葉県匝瑳市八日市場イ２７６０

9000012160022 水戸検察審査会 茨城県水戸市大町１丁目１－３８

8000012160023 土浦検察審査会 茨城県土浦市中央１丁目１３－１２

7000012160024 下妻検察審査会 茨城県下妻市下妻乙９９

6000012160025 宇都宮検察審査会 栃木県宇都宮市小幡１丁目１－３８

5000012160026 大田原検察審査会 栃木県大田原市中央２丁目３－２５

4000012160027 栃木検察審査会 栃木県栃木市旭町１６－３１

3000012160028 足利検察審査会 栃木県足利市丸山町６２１

2000012160029 前橋検察審査会 群馬県前橋市大手町３丁目１－３４

9000012160030 太田検察審査会 群馬県太田市浜町１７－５

8000012160031 高崎検察審査会 群馬県高崎市高松町２６－２

7000012160032 静岡検察審査会 静岡県静岡市葵区追手町１０－８０

6000012160033 沼津検察審査会 静岡県沼津市御幸町２１－１
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法人番号 名称 所在地 備考

5000012160034 浜松検察審査会 静岡県浜松市中区中央１丁目１２－５

4000012160035 甲府検察審査会 山梨県甲府市中央１丁目１０－７

3000012160036 長野検察審査会 長野県長野市旭町１１０８

2000012160037 上田検察審査会 長野県上田市中央西２丁目３－３

1000012160038 松本検察審査会 長野県松本市丸の内１０－３５

9000012160039 飯田検察審査会 長野県飯田市江戸町１丁目２１

7000012160040 新潟検察審査会 新潟県新潟市中央区学校町通１番町１

6000012160041 新発田検察審査会 新潟県新発田市中央町４丁目３－２７

5000012160042 長岡検察審査会 新潟県長岡市三和３丁目９－２８

4000012160043 高田検察審査会 新潟県上越市大手町１－２６

3000012160044 佐渡検察審査会 新潟県佐渡市中原３５６－２

2000012160045 大阪第一検察審査会 大阪府大阪市北区西天満２丁目１－１０

1000012160046 大阪第二検察審査会 大阪府大阪市北区西天満２丁目１－１０

9000012160047 大阪第三検察審査会 大阪府大阪市北区西天満２丁目１－１０

8000012160048 大阪第四検察審査会 大阪府大阪市北区西天満２丁目１－１０

7000012160049 堺検察審査会 大阪府堺市堺区南瓦町２－２８

5000012160050 岸和田検察審査会 大阪府岸和田市加守町４丁目２７－２

4000012160051 京都第一検察審査会 京都府京都市中京区菊屋町
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3000012160052 京都第二検察審査会 京都府京都市中京区菊屋町

2000012160053 宮津検察審査会 京都府宮津市字島崎２０４３－１

1000012160054 舞鶴検察審査会 京都府舞鶴市字南田辺小字南裏町１４９

9000012160055 神戸第一検察審査会 兵庫県神戸市中央区橘通２丁目２－１

8000012160056 神戸第二検察審査会 兵庫県神戸市中央区橘通２丁目２－１

7000012160057 伊丹検察審査会 兵庫県伊丹市千僧１丁目４７－１

6000012160058 姫路検察審査会 兵庫県姫路市北条１丁目２５０

5000012160059 豊岡検察審査会 兵庫県豊岡市京町１２－８１

3000012160060 奈良検察審査会 奈良県奈良市登大路町３５

2000012160061 葛城検察審査会 奈良県大和高田市大字大中１０１－４

1000012160062 大津検察審査会 滋賀県大津市京町３丁目１－２

9000012160063 彦根検察審査会 滋賀県彦根市金亀町５－５０

8000012160064 長浜検察審査会 滋賀県長浜市南呉服町６－２２

7000012160065 和歌山検察審査会 和歌山県和歌山市二番丁１

6000012160066 田辺検察審査会 和歌山県田辺市新屋敷町５

5000012160067 名古屋第一検察審査会 愛知県名古屋市中区三の丸１丁目７－５

4000012160068 名古屋第二検察審査会 愛知県名古屋市中区三の丸１丁目７－５

3000012160069 一宮検察審査会 愛知県一宮市公園通４丁目１７
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1000012160070 半田検察審査会 愛知県半田市宮路町２００－２

9000012160071 岡崎検察審査会 愛知県岡崎市明大寺町字奈良井３

8000012160072 豊橋検察審査会 愛知県豊橋市大国町１１０

7000012160073 津検察審査会 三重県津市中央３－１

6000012160074 伊賀検察審査会 三重県伊賀市上野丸之内１３０－１

5000012160075 四日市検察審査会 三重県四日市市三栄町１－２２

4000012160076 伊勢検察審査会 三重県伊勢市岡本１丁目２－６

3000012160077 岐阜検察審査会 岐阜県岐阜市美江寺町２丁目４－１

2000012160078 大垣検察審査会 岐阜県大垣市丸の内１丁目２２

1000012160079 多治見検察審査会 岐阜県多治見市小田町１丁目２２－１

8000012160080 福井検察審査会 福井県福井市春山１丁目１－１

7000012160081 金沢検察審査会 石川県金沢市丸の内７－１

6000012160082 七尾検察審査会 石川県七尾市馬出町ハ部１－２

5000012160083 富山検察審査会 富山県富山市西田地方町２丁目９－１

4000012160084 高岡検察審査会 富山県高岡市中川本町１０－６

3000012160085 広島第一検察審査会 広島県広島市中区上八丁堀２－４３

2000012160086 広島第二検察審査会 広島県広島市中区上八丁堀２－４３

1000012160087 呉検察審査会 広島県呉市西中央４丁目１－４６
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9000012160088 尾道検察審査会 広島県尾道市新浜１丁目１２－４

8000012160089 福山検察審査会 広島県福山市三吉町１丁目７－１

6000012160090 三次検察審査会 広島県三次市三次町１７２５－１

5000012160091 山口検察審査会 山口県山口市駅通り１丁目６－１

4000012160092 周南検察審査会 山口県周南市岐山通２丁目５

3000012160093 萩検察審査会 山口県萩市大字江向４６９

2000012160094 岩国検察審査会 山口県岩国市錦見１丁目１６－４５

1000012160095 下関検察審査会 山口県下関市上田中町８丁目２－２

9000012160096 岡山検察審査会 岡山県岡山市北区南方１丁目８－４２

8000012160097 倉敷検察審査会 岡山県倉敷市幸町３－３３

7000012160098 津山検察審査会 岡山県津山市椿高下５２

6000012160099 鳥取検察審査会 鳥取県鳥取市東町２丁目２２３

5000012160100 米子検察審査会 鳥取県米子市西町６２

4000012160101 松江検察審査会 島根県松江市母衣町６８

3000012160102 西郷検察審査会 島根県隠岐郡隠岐の島町港町指向５－１

2000012160103 福岡第一検察審査会 福岡県福岡市中央区六本松４丁目２番４号

1000012160104 福岡第二検察審査会 福岡県福岡市中央区六本松４丁目２番４号

9000012160105 飯塚検察審査会 福岡県飯塚市新立岩１０－２９
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8000012160106 久留米検察審査会 福岡県久留米市篠山町２１

7000012160107 柳川検察審査会 福岡県柳川市本町４

6000012160108 小倉検察審査会 福岡県北九州市小倉北区金田１丁目４－１

5000012160109 佐賀検察審査会 佐賀県佐賀市中の小路３－２２

3000012160110 長崎検察審査会 長崎県長崎市万才町９－２６

2000012160111 佐世保検察審査会 長崎県佐世保市光月町９－４

1000012160112 五島検察審査会 長崎県五島市栄町１－７

9000012160113 厳原検察審査会 長崎県対馬市厳原町中村６４２－１

8000012160114 大分検察審査会 大分県大分市荷揚町７－１５

7000012160115 中津検察審査会 大分県中津市二ノ丁１２６０

6000012160116 熊本検察審査会 熊本県熊本市中央区京町１丁目１３－１１

5000012160117 八代検察審査会 熊本県八代市西松江城町１－４１

4000012160118 鹿児島検察審査会 鹿児島県鹿児島市山下町１３－４７

3000012160119 名瀬検察審査会 鹿児島県奄美市名瀬矢之脇町１－１

1000012160120 鹿屋検察審査会 鹿児島県鹿屋市打馬１丁目２－１４

9000012160121 宮崎検察審査会 宮崎県宮崎市旭２丁目３－１３

8000012160122 都城検察審査会 宮崎県都城市八幡町２－３

7000012160123 延岡検察審査会 宮崎県延岡市東本小路１２１
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6000012160124 那覇検察審査会 沖縄県那覇市樋川１丁目１４－１

5000012160125 平良検察審査会 沖縄県宮古島市平良字西里３４５

4000012160126 石垣検察審査会 沖縄県石垣市字登野城５５

3000012160127 仙台検察審査会 宮城県仙台市青葉区片平１丁目６－１

2000012160128 古川検察審査会 宮城県大崎市古川駅南２丁目９－４６

1000012160129 福島検察審査会 福島県福島市花園町５－３８

8000012160130 郡山検察審査会 福島県郡山市麓山１丁目２－２６

7000012160131 会津若松検察審査会 福島県会津若松市追手町６－６

6000012160132 いわき検察審査会 福島県いわき市平字八幡小路４１

5000012160133 山形検察審査会 山形県山形市旅篭町２丁目４－２２

4000012160134 米沢検察審査会 山形県米沢市中央４丁目９－１５

3000012160135 鶴岡検察審査会 山形県鶴岡市馬場町５－２３

2000012160136 酒田検察審査会 山形県酒田市日吉町１丁目５－２７

1000012160137 盛岡検察審査会 岩手県盛岡市内丸９－１

9000012160138 二戸検察審査会 岩手県二戸市福岡字城ノ内４－２

8000012160139 一関検察審査会 岩手県一関市城内３－６

6000012160140 秋田検察審査会 秋田県秋田市山王７丁目１－１

5000012160141 能代検察審査会 秋田県能代市上町１－１５
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4000012160142 大館検察審査会 秋田県大館市字中城１５

3000012160143 大曲検察審査会 秋田県大仙市大曲日の出町１丁目２０－４

2000012160144 青森検察審査会 青森県青森市長島１丁目３－２６

1000012160145 弘前検察審査会 青森県弘前市大字下白銀町７

9000012160146 八戸検察審査会 青森県八戸市根城９丁目１３－６

8000012160147 札幌検察審査会 北海道札幌市中央区大通西１１丁目

7000012160148 岩見沢検察審査会 北海道岩見沢市四条東４丁目

6000012160149 室蘭検察審査会 北海道室蘭市日の出町１丁目１８－２９

4000012160150 小樽検察審査会 北海道小樽市花園５丁目１－１

3000012160151 函館検察審査会 北海道函館市上新川町１－８

2000012160152 旭川検察審査会 北海道旭川市花咲町４丁目

1000012160153 釧路検察審査会 北海道釧路市柏木町４－７

9000012160154 帯広検察審査会 北海道帯広市東八条南９丁目１

8000012160155 北見検察審査会 北海道北見市寿町４丁目７－３６

7000012160156 高松検察審査会 香川県高松市丸の内１－３６

6000012160157 丸亀検察審査会 香川県丸亀市大手町３丁目４－１

5000012160158 徳島検察審査会 徳島県徳島市徳島町１丁目５－１

4000012160159 美馬検察審査会 徳島県美馬市脇町大字脇町１２２９－３
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2000012160160 高知検察審査会 高知県高知市丸ノ内１丁目３－５

1000012160161 松山検察審査会 愛媛県松山市一番町３丁目３－８

9000012160162 大洲検察審査会 愛媛県大洲市大洲８４５

8000012160163 西条検察審査会 愛媛県西条市明屋敷１６５

7000012160164 今治検察審査会 愛媛県今治市常盤町４丁目５－３

6000012160165 宇和島検察審査会 愛媛県宇和島市鶴島町８－１６
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