地域
1 東部

証紙販売所
鳥取銀行鳥取東支店

郵便番号 住所
680-0074 鳥取市卯垣３－１０１

2 東部

山陰合同銀行鳥取営業部

680-0831 鳥取市栄町４０２

3 東部

鳥取信用金庫本店営業部

680-0831 鳥取市栄町６４５

4 東部

鳥取銀行本店営業部

680-0834 鳥取市永楽温泉町１７１

5 東部

鳥取銀行河原支店

680-1251 鳥取市河原町河原７２－１５

6 東部

山陰合同銀行浜村支店

689-0332 鳥取市気高町勝見６８１－１

7 東部

鳥取信用金庫気高支店

689-0332 鳥取市気高町勝見６９５－１

8 東部

鳥取銀行浜村支店

689-0333 鳥取市気高町新町３－１－３

9 東部

一般財団法人鳥取県交通安全協会浜村地区協会

689-0334 鳥取市気高町北浜２丁目１５８

10 東部

有限会社面影会計センター

680-0861 鳥取市新１０８－９

11 東部

山陰合同銀行吉成出張所

680-0864 鳥取市吉成２－１６－１７

12 東部

鳥取信用金庫吉成支店

680-0864 鳥取市吉成２３８－１

13 東部

鳥取銀行吉成支店

680-0864 鳥取市吉成７８６－２

14 東部

鳥取信用金庫鳥取東支店

680-0062 鳥取市吉方町２－５２５

15 東部

島根銀行鳥取支店及び鳥取支店鳥取駅南出張所

680-0844 鳥取市興南町１－２

16 東部

一般社団法人鳥取県猟友会

680-0947 鳥取市湖山町西２－４１３

17 東部

株式会社日本海自動車学校

680-0942 鳥取市湖山町東４－５５

18 東部

山陰合同銀行湖山出張所

680-0941 鳥取市湖山町北１－４１６

19 東部

鳥取銀行湖山支店

680-0941 鳥取市湖山町北６－２６０

20 東部

光洋ショップ－プラス株式会社

680-0901 鳥取市江津７３０（KOYOセブン-イレブン鳥取県立中央病院店）

21 東部

山陰合同銀行鹿野出張所

689-0405 鳥取市鹿野町鹿野１４５７－８

22 東部

鳥取銀行鳥取市役所支店

680-0823 鳥取市幸町７１

23 東部

ダンクショップ鳥取市役所売店

680-0823 鳥取市幸町７１

24 東部

鳥取県東部自動車学校

680-0801 鳥取市松並町３－１２２

25 東部

鳥取信用金庫正蓮寺支店

680-0854 鳥取市正蓮寺１２１－５

26 東部

鳥取銀行鳥取南支店

680-0854 鳥取市正蓮寺３３－１

27 東部

山陰合同銀行桜谷出張所

680-0854 鳥取市正蓮寺３８－１

28 東部

鳥取銀行本店営業部県庁前出張所

680-0834 鳥取市永楽温泉町１７１

29 東部

鳥取銀行鳥取北支店

680-0811 鳥取市西品治８２９－８

30 東部

山陰合同銀行青谷出張所

689-0501 鳥取市青谷町青谷４０６２－１

31 東部

鳥取銀行青谷支店

689-0501 鳥取市青谷町青谷４０６６－１０

32 東部

山陰合同銀行城北出張所

680-0802 鳥取市青葉町１－２０９

33 東部

鳥取県信用漁業協同組合連合会

680-0802 鳥取市青葉町３－１１１

34 東部

鳥取銀行鳥取西支店

680-0911 鳥取市千代水２－１

35 東部

山陰合同銀行千代水支店

680-0911 鳥取市千代水２－１８

36 東部

一般財団法人鳥取県交通安全協会

680-0841 鳥取市吉方温泉２丁目５０１－１（東部地区運転免許センター内）

37 東部

一般財団法人鳥取県交通安全協会鳥取地区協会

680-0911 鳥取市千代水３－１００

38 東部

鳥取信用金庫湖山支店

680-0911 鳥取市千代水４－１８

39 東部

鳥取銀行鳥取支店

680-0803 鳥取市西品治８２９－８（鳥取北支店内）

40 東部

鳥取信用金庫鳥取西支店

680-0036 鳥取市川端４－１２８

41 東部

山陰合同銀行鳥取駅南支店

680-0846 鳥取市扇町２２－１

42 東部

鳥取銀行田園町出張所

680-0803 鳥取市西品治８２９－８（鳥取北支店内）

43 東部

鳥取信用金庫鳥取北支店

680-0803 鳥取市田園町４－３８４

44 東部

鳥取県電気工事業工業組合

680-0804 鳥取市田島６４８

45 東部

山陰合同銀行鳥取県庁支店

680-0011 鳥取市東町１－２２０

46 東部

ダンクショップ鳥取県庁売店

680-0011 鳥取市東町１－２２０（鳥取県庁地下売店）

47 東部

鳥取銀行鳥取県庁支店

680-0011 鳥取市東町１－２７１（県庁第二庁舎内）

48 東部

鳥取銀行鳥取駅南支店

680-0843 鳥取市南吉方１－３２

49 東部

鳥取銀行イオン鳥取北支店

680-0904 鳥取市晩稲３４８

50 東部

鳥取銀行末恒出張所

689-0202 鳥取市湖山町北６－２６０（湖山支店内）

51 東部

鳥取信用金庫鳥取南支店

680-0845 鳥取市富安２－４７

52 東部

行政書士平田健

680-0023 鳥取市片原３丁目２１１

53 東部

鳥取銀行産業会館支店

680-0031 鳥取市本町３丁目２０１

54 東部

有限会社池上商店

680-0031 鳥取市本町４丁目２１２

55 東部

鳥取信用金庫用瀬支店

689-1201 鳥取市用瀬町用瀬４７１－８

56 東部

イナバ自動車学校

680-0935 鳥取市里仁９７－１

57 東部

鳥取信用金庫岩美支店

681-0003 岩美郡岩美町大字浦富７３３－１

58 東部

山陰合同銀行岩美出張所

681-0003 岩美郡岩美町大字浦富１０４０－５３

59 東部

鳥取銀行岩美支店

681-0003 岩美郡岩美町大字浦富６４５－１５

60 東部

鳥取銀行若桜支店

680-0701 八頭郡若桜町若桜１６５－１０

61 東部

山陰合同銀行若桜出張所

680-0701 八頭郡若桜町若桜３７３

62 東部

鳥取信用金庫若桜支店

680-0701 八頭郡若桜町大字若桜４２６

63 東部

鳥取信用金庫智頭出張所

689-1402 八頭郡智頭町大字智頭１６４８－１

64 東部

一般財団法人鳥取県交通安全協会智頭地区協会

689-1402 八頭郡智頭町大字智頭２１－３

65 東部

山陰合同銀行智頭支店

689-1402 八頭郡智頭町智頭１６４２－２１

66 東部

鳥取銀行智頭支店

689-1402 八頭郡智頭町智頭２０５０－５

67 東部

山陰合同銀行郡家支店

680-0461 八頭郡八頭町郡家６３５－１１

68 東部

鳥取銀行郡家支店

680-0461 八頭郡八頭町郡家６４７－５

69 東部

一般財団法人鳥取県交通安全協会郡家地区協会

680-0461 八頭郡八頭町大字郡家１２０－２

70 東部

鳥取信用金庫郡家支店

680-0461 八頭郡八頭町大字郡家６４５－６

71 中部

鳥取信用金庫倉吉支店

682-0024 倉吉市伊木２１４－７

72 中部

倉吉信用金庫西倉吉支店関金出張所

682-0411 倉吉市関金町大字関金宿２４７－１

73 中部

山陰合同銀行倉吉支店

682-0806 倉吉市昭和町１－５９

74 中部

倉吉信用金庫本店営業部

682-0806 倉吉市昭和町１－６０

75 中部

鳥取銀行倉吉中央支店

682-0022 倉吉市上井町１－２００

76 中部

鳥取銀行三朝出張所

682-0022 倉吉市上井町１－２００(倉吉中央支店内)

77 中部

山陰合同銀行倉吉駅前出張所

682-0022 倉吉市上井町２－２－３

78 中部

倉吉信用金庫倉吉駅前支店

682-0022 倉吉市上井町２－３－９

79 中部

一般財団法人鳥取県交通安全協会倉吉地区協会

682-0017 倉吉市清谷１丁目１０

80 中部

学校法人鳥取県自動車学校

682-0851 倉吉市西倉吉町１３７

81 中部

倉吉信用金庫西倉吉支店

682-0851 倉吉市西倉吉町２０－１５

82 中部

山陰合同銀行倉吉市役所出張所

682-0822 倉吉市堺町２－２５３－１（倉吉市役所第２庁舎内）

83 中部

ダンクショップ倉吉市役所第２庁舎店

682-0885 倉吉市堺町２丁目２５３－１

84 中部

倉吉信用金庫うつぶき支店

682-0886 倉吉市大正町１０７５－４

85 中部

倉吉食品衛生協会

682-0802 倉吉市東巌城町２（中部総合事務所２号館１階）

86 中部

島根銀行倉吉支店

682-0887 倉吉市明治町１０２１－２

87 中部

鳥取銀行倉吉支店

682-0887 倉吉市明治町１０２９－１

88 中部

鳥取銀行関金出張所

682-0887 倉吉市明治町１０２９－１（倉吉支店内）

89 中部

鳥取銀行赤碕出張所

689-2501 東伯郡琴浦町赤碕１１１５－４３

90 中部

倉吉信用金庫浦安支店

689-2352 東伯郡琴浦町大字浦安２１３－２

91 中部

米子信用金庫赤碕出張所

689-2501 東伯郡琴浦町大字赤碕１０９９－１

92 中部

鳥取銀行東伯支店

689-2303 東伯郡琴浦町大字徳万４４７－１

93 中部

一般財団法人鳥取県交通安全協会琴浦大山地区協会

689-2501 東伯郡琴浦町大字赤碕１９１９－２１

94 中部

山陰合同銀行東伯支店

689-2303 東伯郡琴浦町徳万３０５－４

95 中部

山陰合同銀行三朝出張所

682-0123 東伯郡三朝町三朝９７２－２

96 中部

倉吉信用金庫三朝出張所

682-0121 東伯郡三朝町大字大瀬１０３６－４

97 中部

鳥取銀行羽合支店

682-0723 東伯郡湯梨浜町久留３－１

98 中部

山陰合同銀行松崎支店

689-0711 東伯郡湯梨浜町松崎３５５－１

99 中部

一般財団法人鳥取県交通安全協会

682-0712 東伯郡湯梨浜町大字上浅津２１６（中部地区運転免許センター内）

100 中部

倉吉信用金庫羽合支店

682-0721 東伯郡湯梨浜町大字田後３４０－３

101 中部

倉吉信用金庫東郷出張所

689-0714 東伯郡湯梨浜町大字龍島５３６－３

102 中部

山陰合同銀行羽合支店

682-0721 東伯郡湯梨浜町田後３０２－１２

103 中部

株式会社鳥取県倉吉自動車学校

689-2201 東伯郡北栄町西園８６６

104 中部

倉吉信用金庫由良出張所

689-2221 東伯郡北栄町大字由良宿５５１－４

105 中部

山陰合同銀行大栄出張所

689-2221 東伯郡北栄町由良宿１０９５

106 中部

鳥取銀行大栄支店

689-2221 東伯郡北栄町由良宿５５２－４

107 西部

山陰合同銀行米子支店

683-0823 米子市加茂町２丁目１０４

108 西部

鳥取銀行米子商工会議所支店

683-0823 米子市加茂町２丁目２０４

109 西部

米子信用金庫日野橋支店

689-3543 米子市蚊屋２００－５３

110 西部

山陰合同銀行福生出張所

683-0003 米子市皆生５－２０－１７

111 西部

鳥取銀行米子中央支店

683-0812 米子市角盤町２－５０

112 西部

鳥取銀行旗ヶ崎支店

683-0845 米子市旗ヶ崎１－１－１

113 西部

米子自動車学校

683-0845 米子市旗ヶ崎２－１５－１

114 西部

米子信用金庫西支店

683-0845 米子市旗ヶ崎２丁目２０－３７

115 西部

山陰合同銀行米子西支店

683-0811 米子市錦町３－９０－５

116 西部

島根銀行角盤町支店

683-0811 米子市錦町３－６８－８

117 西部

山陰合同銀行日野橋支店

689-3546 米子市熊党５２５

118 西部

有限会社柏葉商事

683-0051 米子市勝田町１（米子東高校食堂）

119 西部

鳥取銀行住吉支店

683-0845 米子市旗ヶ崎１－１－１（旗ヶ崎支店内）

120 西部

山陰合同銀行上後藤出張所

683-0841 米子市上後藤８－１－１

121 西部

一般財団法人鳥取県交通安全協会米子地区協会

683-0004 米子市上福原１２６６－４

122 西部

一般財団法人鳥取県交通安全協会

683-0004 米子市上福原1272-2（西部地区運転免許センター内）

123 西部

山陰合同銀行皆生通出張所

683-0805 米子市西福原２－１－３６

124 西部

有限会社柏葉商事

683-0045 米子市大谷町２００（米子西高校食堂）

125 西部

鳥取銀行米子東支店

683-0802 米子市東福原４丁目２３－５

126 西部

米子信用金庫本町支店

683-0815 米子市東倉吉町４０

127 西部

鳥取銀行米子営業部

683-0802 米子市東福原４－２３－５

128 西部

米子信用金庫本店

683-0802 米子市東福原２－５－１

129 西部

米子信用金庫北支店

683-0802 米子市東福原６－１２－９

130 西部

米子信用金庫東支店南出張所

683-0055 米子市冨士見町１丁目１５

131 西部

米子西部自動車学校

689-3541 米子市二本木２５０－１

132 西部

山陰合同銀行内浜出張所

683-0854 米子市彦名町８５９

133 西部

米子信用金庫東支店

683-0055 米子市富士見町１－１５

134 西部

有限会社九重谷銃砲火薬店

683-0055 米子市冨士見町１丁目１

135 西部

鳥取銀行五千石支店

683-0011 米子市福市１７２３－８

136 西部

鳥取銀行溝口出張所

683-0011 米子市福市１７２３－８（五千石支店内）

137 西部

島根銀行米子支店

683-0804 米子市米原４－５－３９

138 西部

鳥取銀行米子駅前支店

683-0812 米子市角盤町２－５０（米子中央支店内）

139 西部

米子信用金庫弓ヶ浜支店

683-0851 米子市夜見町１９２５－３

140 西部

米子信用金庫淀江支店

689-3402 米子市淀江町大字淀江５６６－７

141 西部

山陰合同銀行淀江出張所

689-3402 米子市淀江町淀江５５３－１

142 西部

鳥取銀行淀江支店

689-3402 米子市淀江町淀江６８６

143 西部

学校法人山陰中央自動車学校

683-0853 米子市両三柳３０２７－５

144 西部

鳥取銀行三柳支店

683-0853 米子市両三柳４５２９－２

145 西部

米子食品衛生協会

683-0054 米子市糀町１－１６０（西部総合事務所３階）

146 西部

山陰合同銀行米子東支店

683-0054 米子市糀町１－１８５－２

147 西部

カネックス株式会社

683-0054 米子市糀町一丁目１６３－１（ファミリーマート米子糀町店）

148 西部

米子信用金庫境港支店

684-0032 境港市元町１１４

149 西部

一般財団法人鳥取県交通安全協会境港地区協会

684-0033 境港市上道町１８９１－３

150 西部

山陰合同銀行境東出張所

684-0033 境港市上道町２０７８－１

151 西部

鳥取銀行境港支店

684-0033 境港市上道町２１７４－９

152 西部

鳥取銀行誠道出張所

684-0053 境港市明治町３（境中央支店内）

153 西部

島根銀行境支店

684-0003 境港市浜ノ町１２２

154 西部

山陰合同銀行境港支店

684-0031 境港市湊町２１６

155 西部

鳥取銀行境中央支店

684-0022 境港市明治町３

156 西部

鳥取銀行名和支店

689-3211 西伯郡大山町御来屋１２８－６

157 西部

鳥取銀行中山出張所

689-3211 西伯郡大山町御来屋１２８－６(名和支店内)

158 西部

山陰合同銀行名和支店

689-3211 西伯郡大山町御来屋１２９－１

159 西部

山陰合同銀行西伯出張所

683-0351 西伯郡南部町法勝寺３６６－８

160 西部

鳥取銀行イオン日吉津支店

689-3553 西伯郡日吉津村日吉津１１６０－１

161 西部

山陰合同銀行岸本支店

689-4133 西伯郡伯耆町吉長４０－７

162 西部

一般財団法人鳥取県交通安全協会日野川地区協会

689-4201 西伯郡伯耆町大字溝口７４８ー１

163 西部

山陰合同銀行江府出張所

689-4401 日野郡江府町江尾１８４９－３

164 西部

ローソン日南生山店

689-5211 日野郡日南町生山３９３－２（ローソン日南生山店）

165 西部

山陰合同銀行生山出張所

689-5211 日野郡日南町生山６８９

166 西部

鳥取銀行生山支店

689-4503 日野郡日野町根雨２１１－１（根雨支店内）

167 西部

鳥取銀行根雨支店

689-4503 日野郡日野町根雨２１１－１

168 西部

山陰合同銀行根雨支店

689-4503 日野郡日野町根雨１７０－１

169 西部

有限会社花風車

689-4503 日野郡日野町根雨字松ヶ瀬１４３－３（ローソン・ポプラ日野根雨店）

170 西部

一般財団法人鳥取県交通安全協会日野川地区協会

689-5134 日野郡日野町大字下菅２４２－１

171 西部

後藤事務所 後藤 秀一

683-0041 米子市茶町６１

