香川県収入証紙売りさばき所一覧

令和４年３月28日現在

※少額又は高額の証紙をお買い求めの場合や、休日、販売時間等は、事前に各売りさばき所に御確認下さい。
該当する売りさばき所の「住所」をクリックすると、地図（Google）が表示されます。
（地図の表示は大まかな位置を示すものであり、証紙を販売している建物等と一致しない場合があることを、予め御了承ください）
令和2年4月1日以降に変更等があった売りさばき所については、「ＮＥＷ」「名称変更」「住所変更」等のアイコンを表示しています。
市郡名

売りさばき所

高松市

(株）アイヴィジット
（高松シンボルタワー２階･パスポートセンター内）

住

所

電

販売時間

話

月～木

備考

9:00～18:00
・1000円のみ販売

高松市サンポート２－１

087-825-5111

金

9:00～19:00 ・土祝休み

日

9:00～17:00

月～金

8:30～17:00

月～金

9:00～17:00

月～金

8:30～17:30

月～金

8:45～17:30

月～金

8:30～18:00

月～金

10:00～16:00 ・販売時間12～13時を除く
・土日祝休み
・12/29～1/3は休み

月～金

8:30～17:15

月～土

8:30～19:00

・第3土曜日の翌日の日曜日は休み

高松市

一般（財）香川県交通安全協会
（高松北警察署内）

高松市西内町２－３０

087-811-0808

高松市

一般（財）香川県高等学校教育振興会
（県高等学校ＰＴＡ会館内）

高松市西内町７－１１

087-851-4614

高松市

一般(社）香川県建設業協会

高松市磨屋町６－４

087-851-7919

高松市

高松市職員消費生活協同組合
(高松市役所内）

高松市番町１－８－１５

087-839-2043

高松市

香川県庁消費生活協同組合
（県庁北館２階）

高松市番町４－１－１０

087-832-3822

高松市

一般（社）香川県猟友会
（香川県森林組合連合会内）

高松市中野町２３―２

087-831-6920

高松市

公益（社）香川県食品衛生協会
高松地区（高松市保健所内）

高松市桜町１―１０―２７

087-861-1813

高松市

大原南順進堂

高松市花ノ宮町２－１０－３０

087-866-5861

高松市

香川県庁消費生活協同組合
（県高松合同庁舎１階喫茶室）

高松市松島町１－１７－２８

087-837-9491

高松市

吉田智紀（行政書士事務所）

高松市松島町３－１０－１６

087-863-0018

高松市

赤瀬直温
（行政書士法人香川県総合行政事務センター）

高松市松福町２－７－１１

087-823-6558

高松市

公益（社）香川県宅地建物取引業協会

高松市松福町１－１０－５

087-823-2300

高松市

建設協同組合高松総合センター

高松市松福町２－１５－２４

087-821-3315

高松市

一般（財）消防試験研究センター
香川県支部(産業会館４階）

高松市福岡町２－２－２

087-823-2881

高松市

高松車庫証明センター

高松市瀬戸内町１４－１４

087-862-0099

高松市

一般（財）香川県交通安全協会
（県運転免許センター内）

高松市郷東町５８７－１３８

087-881-1115

高松市

香川県計量協会（県計量検定所内）

高松市郷東町５８７－１

087-882-5056

高松市

一般(社)日本自動車販売協会連合会
香川県支部

高松市香西東町２７８－１

087-881-4996

１F喫茶室
月～金
２F自販機
月～金

・土日祝休み
・12/29～1/3休み

・販売時間12～13時除く
・土日祝は休み

・土日祝休み
・12/29～1/3は休み

・土日祝休み
・12/29～1/3休み

・土日祝休み
・年末年始休み

・販売時間12～13時を除く
・土日祝休み

・日祝休み
・お盆、年末年始休み

10:00～16:00
・自販機は1000円以下のみ取扱い

8:30～17:15
・要事前TEL

月～金

8:30～17:00
・土日祝休み

月～金

9:00～17:30

月～金

8:30～17:00

月～金

9:00～17:00

月～金

9:00～17:00 ・土日祝及び12/29～1/3休み
・事前TEL望ましい
（領収書準備可能）

月～金

8:00～15:00

日

8:00～14:00

・土日祝休み
・年末年始、夏季休暇による閉館有り

・土日祝休み
・12/29～1/3休み

・土日祝休み
・12/29～1/3休み

・土祝休み
・12/29～1/3休み

月～金

9:00～16:30 ・販売時間12～13時除く
・土日祝休み
・臨時休有り

月～金

8:30～17:00 ・販売時間12～13時除く
・土日祝休み
・お盆、年末年始休み

市郡名

売りさばき所

住

所

電

高松市

香川県庁消費生活協同組合
（香川運輸支局内 県税事務所自動車税課内）

高松市鬼無町佐藤２０－１

087-881-3858

高松市

大谷義雄（行政書士大谷義雄事務所）

高松市鬼無町藤井４２４－５

087-882-4201

高松市

池添 治（行政書士事務所）

高松市多肥下町２０

087-868-7691

高松市

中山竜輔
（行政書士、土地家屋調査士事務所）

高松市多肥下町１５５６－４

087-865-7341

高松市

屋島自動車学校

高松市春日町１３０４－３

087-841-2171

高松市

銀星自動車学園

高松市屋島西町２３６６－８

087-843-3030

月～金

行政書士法人高松経営

高松市屋島西町２４８５－８

087-802-7771

高松市

香川県中央自動車学校

高松市東山崎町２００－１

087-847-3535

高松市

高松自動車学校

高松市上天神町６４６

087-867-7439

高松市

ハッピードライビングスクール

高松市成合町９３１－１

087-885-2121

高松市

販売時間

話

備考

8:30～17:15
・土日祝休み
・販売時間12：00～13:00除く
・土日祝休み
・12/29～1/3休み
（購入希望の場合は事前TEL）

月～金

9:00～17:00

月～金

8:30～17:00 ・ｺﾄﾃﾞﾝ太田駅東
・販売時間12～13時除く
・土日祝休み
・時間外は要電話確認

月～金

8:30～17:00
・土日祝休み

火～土

9:00～17:00

月～金

9:00～20:00

土日

9:00～16:00

・日曜・月曜休み
・臨時休有り

月～金

9:00～17:00 ・土日祝休み
・年末年始、お盆休み
・要事前TEL

月～土

8:30～21:00

月～土

9:00～19:00

販売時間変更

月

高松市

樋口建材（株）

高松市御厩町４８４ー１

087-885-1134

高松市

関西自動車学院

高松市牟礼町大町２４３５

087-845-2401

高松市

竹内重敏（竹内文房具店）

高松市

横井慶申（行政書士事務所）

高松市仏生山町甲２８１１

090-3183-0190

高松市

香川県農協 川東支店

高松市香川町川東上９５５

087-879-3224

高松市

かがわ自動車学校（中山スズラン堂）

高松市香川町浅野９０６

087-889-0181

火～土
月～金

8:15～18:00
・土日祝休み

8:30～17:30
・土日祝休み

月～土

高松市牟礼町牟礼２００７－３ 087-845-2230
毎日

8:30～18:30 ・土曜不定期休有り
・日祝原則休み
・12/30～1/3休み
8:30～17:00
・要事前TEL

月～金

月～土
(4月～1月)
月～土
(2月～3月)

9:00～15:30

丸亀市

公益（社）香川県食品衛生協会
中讃地区（県中讃保健福祉事務所内）

丸亀市土器町東８－５２６

0877-58-2775

丸亀市

田中一美（あたりや）

丸亀市六番丁１７

0877-22-3663

ローソン丸亀市役所店

丸亀市大手町二丁目４－２１

087-785-8699

・土日祝休み
・12/31～1/3休み

12:00～21:00
・日曜休み

9:00～21:00

月～金

9:00～15:30

月～金

8:30～17:15

月～土

8:30～17:30

高松市国分寺町新居５５７－１ 087-874-1211

香川県農協 国分寺支店

・日祝休み
・8/14、12/29～1/3休み

9:30～19:00 ・日曜休み
・12/29～1/3休み
9:00～20:00 ・祝日不定期休有り

月～金

高松市

・日祝休み
・12/29～1/3休み

・土日祝休み
・12/31～1/3休み

・販売時間12～13時除く
・土日祝休み

・日祝休み

ＮＥＷ

丸亀市

丸亀市

(株)共栄（共栄ゴルフセンター）

丸亀市

香川県農協 岡田支店

丸亀市新田町１－１

月～金

7:30～22:00

土日祝

7:30～22:00

月～金

9:00～17:00 ・土日祝休み
・丸亀署すぐそば
・毎年11月に10日程度の連休有り
・高額の場合は要事前TEL

月～金

9:00～15:30

0877-22-9257

丸亀市綾歌町岡田下５２３－４ 0877-86-3003

・丸亀市役所１階
・12/29～1/3休み

・土日祝休み
・12/31～1/3休み

市郡名

売りさばき所

住

所

電

話

丸亀市

香川県農協 綾歌支店

丸亀市綾歌町栗熊東３９８－２ 0877-86-2001

丸亀市

香川県農協 飯山支店

丸亀市飯山町下法軍寺５４５－１ 0877-98-3263

丸亀市

丸亀自動車学校

丸亀市飯山町西坂元５８５

0877-56-8620

丸亀市

三菱電機（株）受配電システム製作所内

丸亀市蓬莱町８

0877-24-8090

坂出市

坂出自動車学校

坂出市西大浜北１－４－１

0877-46-5658

販売時間
月～金

9:00～15:30

月～金

9:00～15:30

月～土

9:00～17:00

月～金

9:15～18:00

月～金

9:00～19:00

土日祝

9:00～18:00

毎日

8:15～18:30

備考
・土日祝休み
・12/31～1/3休み

名称変更

坂出市

多田志保（多田時計店）

坂出市京町１－６－１８

0877-46-2355

坂出市

坂出商工会議所

坂出市久米町１－１４－１４

0877-46-2701

善通寺市

一般（財）香川県交通安全協会
(善通寺運転免許更新センター内）

善通寺市稲木町９－２

0877-62-2150

善通寺市

香川県農協 善通寺支店

・土日祝休み
・12/31～1/3休み

・日祝休み
・12/29～1/3休み

・土日祝休み
・不定期休有り

・12/29～1/3休み

・1/1～1/3休み

月～金

8:30～17:15

月～金

8:30～17:00 ・販売時間12～13時除く
・土日祝休み
・12/29～1/3休み

月～金

9:00～15:30

月～金

9:00～15:30

善通寺市上吉田町６－１２－１ 0877-64-0626

・土日祝休み
・12/29～1/3休み

・土日祝休み
・12/31～1/3休み

名称変更

善通寺市

香川県農協 善通寺東支店

善通寺市

サヌキ土木㈱

善通寺市原田町３０５

善通寺市生野本町１－１－１

0877-62-0076

0877-62-6635

売りさばき所変更

善通寺市生野本町１－１－１２ 087-832-3822

善通寺市

香川県庁消費生活協同組合
（県仲多度合同庁舎内）

観音寺市

公益（社）香川県食品衛生協会
西讃支部（県三豊合同庁舎内）

観音寺市坂本町７－３－１８

0875-25-5116

観音寺市

観音寺自動車学校

観音寺市出作町８６８－１

0875-25-2112

月～金

8:00～17:00

第1・第3
土曜日

8:00～17:00

第5土曜日

8:00～17:00

１F自販機
月～金

・パスポート用と400円のみ取扱い
8:30～17:15 ・土日祝休み
・12/29～1/3休み

月～金

観音寺市

三豊自動車学校

観音寺市柞田町乙１６８３

0875-25-4567

観音寺市

観音寺商工会議所

観音寺市坂本町１－１－２５

0875-25-3073

観音寺市

一般（財）香川県交通安全協会
(観音寺警察署内）

観音寺市昭和町２－１－５５

0875-25-0450

観音寺市

香川県建設業協会 西讃支部

観音寺市南町５－２－３９

0875-25-3439

電話番号変更

香川県農協 大野原支店

観音寺市

香川県農協 豊浜支店

観音寺市豊浜町姫浜５２７

0875-52-3333

さぬき市

香川県農協 津田支店

さぬき市津田町津田１４１-４

0879-42-2016

さぬき市

さぬき市役所

さぬき市志度５３８５－８

087-894-9218

・5/3～5/5、8/13～8/16、
12/30～1/3休み

8:30～17:15 ・販売時間12～13時除く
・土日祝休み
・12/29～1/3休み

2,3,8,9月

8:30～20:00

1,4～7月
10～12月

9:30～20:00

月～土

9:30～19:30

・12/31～1/3を除く毎日
・事前TEL望ましい

・日曜休み

月～金

8:30～17:00

月～金

8:30～17:00

月～金

8:30～17:00 ・販売時間12～13時除く
・土日祝休み
・8/13～8/15休み
・12/29～1/3休み

月～金

9:00～15:30

月～金

9:00～15:30

月～金

9:00～15:30

月～金

8:30～17:15

観音寺市大野原町大野原１９３１ 0875-54-2076

観音寺市

・土日祝休み
・12/31～1/3休み

・土日祝休み
・12/29～1/3休み

・土日祝休み
・12/29～1/3休み

・土日祝休み
・12/31～1/3休み

・土日祝休み
・12/31～1/3休み

・土日祝休み
・12/31～1/3休み

・土日祝休み
・12/29～1/3休み

市郡名

売りさばき所

さぬき市

（株）ミツワ

住

所

さぬき市志度１９０４－１６

電

販売時間

話

月～金

9:00～19:00

土

10:00～19:00

087-894-1163

さぬき市

寒川自動車学校

さぬき市

上野朝子

さぬき市長尾東１０５９－３

0879-52-2297

さぬき市

西木絹子（土地家屋調査士事務所）

さぬき市長尾東９７０－７

0879-52-2401

8:30～17:00 ・日祝休み
・不定期休有り
・お盆、年末年始休み

さぬき市寒川町石田西１９０５－６ 0879-43-2546

さぬき市長尾東１１２３－２

備考

さぬき市

香川県建設業協会 長尾支部

さぬき市

公益（社）香川県食品衛生協会
東讃支部（県大川合同庁舎内）

東かがわ市

東かがわ市役所

東かがわ市湊１８４７－１

0879-26-1217

東かがわ市

白鳥自動車学校

東かがわ市湊１５９６

0879-25-3266

月～金

8:00～17:00 ・長尾交番東隣
・販売時間12～13時除く
・土日祝休み

月～金

8:00～17:30

土

8:00～12:00

月～金

8:30～17:00

月～金

8:30～17:15

月～金

8:30～17:15

火～金

8:30～17:30 ・日曜休み
・月・土は季節により休業日有り
・GW、お盆、年末年始休み
要問合せ ・金曜日に年3回程度休み有り

・土曜不定期休有り

0879-52-2324

さぬき市津田町津田９３０－２ 0879-42-3123

月土
東かがわ市

一般（財）香川県交通安全協会
（東かがわ運転免許更新センター内）

東かがわ市三本松１７２３－２ 0879-25-0190

三豊市

一般（財）香川県交通安全協会
（三豊警察署内）

三豊市高瀬町下勝間２３３５－１ 0875-72-5413

三豊市

香川県農協 高瀬支店

三豊市高瀬町上高瀬１２７１－２ 0875-72-3181

三豊市

高瀬自動車学校

三豊市高瀬町下勝間６８０－３ 0875-72-5623

三豊市

三豊市商工会豊中支所

三豊市豊中町本山甲２０３－１ 0875-62-2275

三豊市

香川県農協 豊中支店

三豊市豊中町本山甲８３８

0875-62-3181

三豊市詫間町詫間６００－１

0875-83-3101

三豊市

香川県農協 詫間支店

三豊市

香川県農協 仁尾町支店

三豊市仁尾町仁尾丁１４４７－６ 0875-82-3211

小豆郡

公益（社）香川県食品衛生協会
小豆支部（県小豆総合事務所内）

土庄町渕崎植松甲２０７９－５ 0879-62-2471

小豆郡

一般（財）香川県交通安全協会
（小豆運転免許更新センター内）

土庄町渕崎甲２１８９－２

0879-64-9110

小豆郡

土庄町役場

土庄町甲５５９－２

0879-62-7005

小豆郡

香川県農協 土庄支店

土庄町甲２９０－１

0879-62-2215

小豆郡

小豆郡建設業協同組合

土庄町上庄１９５４－３

0879-62-0588

・土日祝休み
・12/29～1/3休み

・土日祝休み
・12/29～1/3休み

・土日祝休み
・12/29～1/3休み

月～金

8:30～16:00 ・販売時間12～13時除く
・土日祝休み
・12/29～1/3休み

月～金

8:30～17:00

月～金

9:00～15:30

火～土

8:30～17:30 ・日・月・祝日休み
・年末年始休み
・不定期休、不定期営業有り

月～金

8:30～17:15

・土日祝休み
・12/29～1/3休み

・土日祝休み
・12/31～1/3休み

・土日祝休み

月～金

9:00～15:30

月～金

9:00～15:30

月～金

9:00～15:30

月～金

8:30～17:15

月～金

8:30～15:00 ・販売時間12～13時除く
・土日祝休み
・12/29～1/3休み

月～金

8:30～17:15

月～金

9:00～15:00

月～金

8:30～17:00 ・販売時間12～13時除く
・土日祝休み
・8/13～8/15、12/29～1/3休み

・土日祝休み
・12/31～1/3休み

・土日祝休み
・12/31～1/3休み

・土日祝休み
・12/31～1/3休み

・販売時間12～13時除く
・土日祝休み

・土日祝休み
・12/29～1/3休み

・土日祝休み
・12/31～1/3休み

市郡名

売りさばき所

小豆郡

香川県農協 福田支店

住

所

小豆島町福田甲４０７－３

電

販売時間

話

月～金

9:00～16:00

土

9:00～11:00

0879-84-2101

毎日
小豆郡

香川県農協 ふれあいセンターうちのみ店

小豆島町安田甲１４４－８９

0879-82-1168

小豆郡

香川県農協 池田支店

小豆島町池田１１０１－１

0879-75-0411

木田郡

三木町役場

三木町大字氷上３１０番地

087-891-3306

香川郡

直島町役場

直島町１１２２ー１

087-892-2295

綾歌郡

行政書士法人 中野事務所

宇多津町２６２８－８５９

0877-49-4126

綾歌郡

香川県農協 綾上支店

綾川町山田上甲１２８７－１

087-878-2010

綾歌郡

香川県農協 綾南支店

綾川町陶４７４２－１

087-876-1191

綾歌郡

香川県農協 滝宮支店

綾川町滝宮５２９－１

087-876-1192

仲多度郡

香川県農協 琴平支店

琴平町榎井５０９－１

0877-75-5271

仲多度郡

多度津自動車学校

多度津町幸町３－７

0877-33-3535

仲多度郡

藤井延久（藤井たばこ店）

多度津町家中８－９

0877-32-2328

仲多度郡

買田簡易郵便局隣

まんのう町買田３７０－３

0877-75-1170

仲多度郡

香川県農協 協栄支店

まんのう町吉野下１１４１－１

0877-75-3191

仲多度郡

琴平ドライビングスクール

まんのう町羽間１８８７

0877-73-5353

月～金

備考
・日祝休み
・12/31～1/3休み

8:30～16:00 ・土日祝休み（令和３年10月１日以
降）
・12/31～1/3休み
9:00～15:30
・土日祝休み

月～金

8:30～17:15 ・１階出納室窓口
・土日祝休み
・12/29～1/3休み

月～金

8:15～17:00 ・出納室窓口
・販売時間12～13時除く
・土日祝休み

月～金

9:00～17:00

月～金

9:00～15:30

月～金

9:00～15:30

月～金

9:00～15:30

月～金

9:00～15:30

月～金

10:00～16:00 ・土日祝休み
・GW、年末年始休み
・金種によっては売切れの場合有り

・販売時間12～13時除く
・土日祝休み

・土日祝休み
・12/31～1/3休み

名称変更

毎日

・土日祝休み
・12/31～1/3休み

・土日祝休み
・12/31～1/3休み

・土日祝休み
・12/31～1/3休み

8:00～19:00
・不定期休有り

月～金

8:30～17:00 ・土日祝休み
・12/31～1/3休み
・（参考）郵便局営業時間
9:00～16:00

月～金

9:00～15:30

月～金

9:00～18:00 ・土曜休み
・GW、年末年始休み
8:00～15:00 ・祝日不定期休有り

日・祝

・土日祝休み
・12/31～1/3休み

※少額又は高額の証紙をお買い求めの場合や、休日、販売時間等は、事前に各売りさばき所に御確認下さい。
該当する売りさばき所の「住所」をクリックすると、地図（Google）が表示されます。
（表示は大まかな位置を示すものであり、証紙を販売している建物等と一致しない場合があることを、予め御了承ください）

（県証紙及び売りさばき人についてのお問い合わせ先）
香川県出納局 会計課

（更新履歴）
・令和２年12月28日
・令和３年１月４日
・令和３年３月22日
・令和３年３月26日
・令和３年12月13日
・令和４年３月14日
・令和４年３月25日

丸亀市身体障害者福祉連合協会(丸亀市役所内売店)
香川県庁消費生活協同組合（県仲多度合同庁舎内）
ローソン丸亀市役所店（新規追加）
東原由幸（司法書士事務所）（削除）
香川県中央自動車学校（販売時間変更）
香川県農協 綾南支店（名称・住所変更）
香川県農協 坂本支店（削除）

・令和４年３月28日

香川県農協

飯山支店（名称変更）

・令和４年３月28日

香川県農協

善通寺東支店（名称変更）

・令和４年３月28日

香川県農協

大野原支店（電話番号変更）

(販売休止）
(売りさばき所変更）

電話：０８７－８３２－３６２９

