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（230事業者 Ｒ４.11.２時点） 五十音順

事業者名
今治市i.i.imabari!推進課
今治市教育委員会事務局学校給食課
今治市教育委員会事務局教育大綱推進課
今治市公園緑地課
今治市生涯学習課
今治市総合政策部企画防災政策局未来デジタル課
今治市地域振興課
今治市農林水産課
今治市役所
今治市役所上浦支所
今治市役所 観光課
今治市役所下水道工務課
今治市役所 こども未来課
今治市役所 人事課
今治市役所 選挙管理委員会事務局
今治市役所総合政策部しまなみ振興局大三島支所
今治市役所総務管財課
今治市役所 福祉政策課
今治市役所 用地管理課
伊予銀行三瓶支店
伊予銀行 石井支店
伊予銀行事務統括部
株式会社伊予銀行 地域創生部
株式会社伊予銀行伯方支店
伊予銀行本店営業部
伊予銀行松山北支店
伊予銀行三崎支店
伊予銀行八幡浜支店
伊予市
宇和島市役所農林課
株式会社 愛媛銀行
愛媛銀行 総務部
愛媛銀行 ボーチェ三津浜東出張所
愛媛銀行 石井支店
愛媛銀行今治支店
愛媛銀行 岩松支店
愛媛銀行 卯之町支店
愛媛銀行 大分支店
愛媛銀行大阪支店
愛媛銀行 大洲支店
愛媛銀行 お客様サービス部
株式会社愛媛銀行鴨川支店
愛媛銀行
愛媛銀行 監査部
愛媛銀行企画広報部
愛媛銀行 来住支店
愛媛銀行 空港通支店
愛媛銀行 久米支店
愛媛銀行 郡中支店
株式会社愛媛銀行 経営管理部 秘書室
愛媛銀行高知支店
愛媛銀行 西条支店
愛媛銀行 重信支店
愛媛銀行事務システム部（電算センター）
愛媛銀行 証券国際部
愛媛銀行新大阪支店

今治市 監査委員事務局
今治市教育委員会事務局 学校教育課
今治市健康推進課
今治市こども未来部こども未来政策局保育幼稚園課
今治市 上下水道部 水道工務課
今治市総務部総務政策局財政課
今治市農業委員会事務局
今治市文化振興課
今治市役所 納税課
今治市役所環境政策課
今治市役所契約課
今治市役所 建築課
今治市役所 市民課
今治市役所 出納室
今治市役所総合政策部しまなみ振興局
今治市役所総合政策部秘書広報課
今治市役所総務部資産税課
今治市役所
株式会社伊予銀行 シップファイナンス部
伊予銀行 愛南支店
伊予銀行 愛媛県庁支店
伊予銀行審査部
伊予銀行 新居浜支店
株式会社伊予銀行 古川支店
株式会社伊予銀行松前支店
伊予銀行松山市役所支店
伊予銀行宮浦支店
伊予銀行ローンプラザ松山支店
宇和島市役所
株式会社愛媛朝日テレビ
株式会社 愛媛銀行
愛媛銀行 古川支店
株式会社愛媛銀行 旭町支店
愛媛銀行 泉川支店
愛媛銀行今治東支店
愛媛銀行内子支店
（株）愛媛銀行宇和島支店
愛媛銀行 大街道支店
愛媛銀行大洲支店
愛媛銀行岡山支店
愛媛銀行尾道支店
愛媛銀行 川内支店
愛媛銀行 川東支店
愛媛銀行 監査部
愛媛銀行 菊間支店
愛媛銀行 金融コンサルティング室
愛媛銀行 久万支店
愛媛銀行桑原支店
愛媛銀行 経営管理部
愛媛銀行県庁支店
愛媛銀行公務ふるさと振興部
愛媛銀行 坂出支店
愛媛銀行 事務システム部
愛媛銀行 事務センター
愛媛銀行 城辺支店
株式会社愛媛銀行 審査第一部

愛媛銀行 人事教育部
愛媛銀行 末広町支店
㈱愛媛銀行 ソリューション営業部
愛媛銀行高松支店
愛媛銀行 丹原支店
愛媛銀行 中央通支店
愛媛銀行東京支店
株式会社 愛媛銀行 ときわ支店
愛媛銀行 砥部支店
愛媛銀行長浜支店
愛媛銀行新居浜支店
愛媛銀行 壬生川支店
愛媛銀行 伯方支店
愛媛銀行はなみずき支店
愛媛銀行 ひめぎん情報センター
愛媛銀行福山支店
愛媛銀行 ボーチェ宇和島南出張所
愛媛銀行ボーチェ姫原出張所
愛媛銀行 本店営業部県立中央病院出張所
㈱愛媛銀行松前支店
愛媛銀行 松山中央市場出張所
株式会社愛媛銀行三瓶支店
愛媛銀行見奈良支店
愛媛銀行 山田支店
愛媛銀行 雄郡支店
愛媛銀行余戸支店
愛媛銀行 吉田支店
愛媛県今治市上下水道部下水道業務課
愛媛県営業本部
愛媛県教育委員会人権教育課
愛媛県 健康増進課
愛媛県公営企業管理局総務課
愛媛県産業技術研究所 紙産業技術センター
愛媛県総務部行財政改革局行革分権課
愛媛県庁中予地方局地域産業振興部地域政策課
愛媛県庁農林水産部水産局水産課
愛媛県南予地方局地域政策課
愛媛県南予地方局八幡浜支局総務県民室
愛媛県農政課
愛媛県農林水産研究所林業研究センター
愛媛県農林水産部水産局漁港課
愛媛県農林水産部農業振興局畜産課
愛媛県農林水産研究所畜産研究センター養鶏研究所
愛媛県保健福祉部生きがい推進局長寿介護課
大洲市役所 商工産業課 親睦会
上島町
久万高原町役場 農業戦略課
四国中央農業指導班
Smile⁺ Apron 食育と料理教室
中国四国農政局 愛媛県拠点
東温市 産業建設部 農林振興課
東予地方局 地域産業振興部 地域政策課
東予地方局農業振興課
東予地方局農林水産振興部水産課
南海放送株式会社
㈱ﾌｼﾞ･ﾄﾗﾍﾞﾙ･ｻｰﾋﾞｽ
松山市役所 産業経済部 農水振興課
明治安田生命保険相互会社 松山支社（支社スタッフ）
八幡浜支局 地域農業育成室・産地戦略推進室

愛媛銀行 松山水産市場出張所
株式会社愛媛銀行宿毛支店
愛媛銀行 高岡支店
愛媛銀行 立花支店
愛媛銀行 近永支店
愛媛銀行 土居支店
愛媛銀行道後支店
愛媛銀行 徳島支店
愛媛銀行中萩支店
愛媛銀行中村支店
愛媛銀行 新居浜東支店
愛媛銀行 野村支店
愛媛銀行 波止浜支店
㈱愛媛銀行 日高支店
愛媛銀行 広島支店
愛媛銀行 北条支店
愛媛銀行ボーチェ角野出張所
愛媛銀行 本店営業部
株式会社愛媛銀行本町支店
愛媛銀行松山市役所支店
愛媛銀行 丸亀支店
愛媛銀行三島支店
愛媛銀行 森松支店
愛媛銀行八幡浜支店
㈱愛媛銀行 弓削支店
愛媛銀行 吉海支店
愛媛銀行 リスク管理部
愛媛県医療保険課
愛媛県観光国際課
愛媛県行革分権課
愛媛県公営企業管理局県立病院課
愛媛県公営企業管理局発電工水課
愛媛県スマート行政推進課
愛媛県畜産研究センター
愛媛県庁 農地・担い手対策室
愛媛県南予地方局総務県民課
愛媛県南予地方局農林水産振興部農村整備課
愛媛県農産園芸課
愛媛県農林水産研究所 果樹研究センター
愛媛県農林水産部漁政課
愛媛県農林水産部農業経済課
愛媛県農林水産部農業振興局農地整備課
愛媛県ブランド戦略課
愛媛県八幡浜支局農村整備第二課
大和田雅人税理士事務所
菊間保育所
株式会社ことのはら
出納局
全国農業協同組合連合会愛媛県本部
テレビ愛媛
東予地方局産地戦略推進室
東予地方局地域農業育成室
東予地方局農林水産振興部
東予地方局農林水産振興部農村整備課
日本農業新聞四国支局
株式会社フレンドシップえひめ
みかんインターン
八幡浜市 農林課
有限会社リバロック

