
佐川急便　配送時間帯指定不可地域（三重県）
郵便番号 都道府県名 市区郡町村名 地域名称

511-0201 三重県 いなべ市 員弁町市之原

511-0202 三重県 いなべ市 員弁町楚原

511-0203 三重県 いなべ市 員弁町畑新田

511-0204 三重県 いなべ市 員弁町石仏

511-0205 三重県 いなべ市 員弁町笠田新田

511-0206 三重県 いなべ市 員弁町宇野

511-0207 三重県 いなべ市 員弁町上笠田

511-0208 三重県 いなべ市 員弁町坂東新田

511-0211 三重県 いなべ市 員弁町松名新田

511-0212 三重県 いなべ市 員弁町平古

511-0213 三重県 いなべ市 員弁町暮明

511-0214 三重県 いなべ市 員弁町岡丁田

511-0215 三重県 いなべ市 員弁町東一色

511-0216 三重県 いなべ市 員弁町松之木

511-0217 三重県 いなべ市 員弁町大泉新田

511-0221 三重県 いなべ市 員弁町下笠田

511-0222 三重県 いなべ市 員弁町御薗

511-0223 三重県 いなべ市 員弁町北金井

511-0224 三重県 いなべ市 員弁町大泉

511-0225 三重県 いなべ市 員弁町西方

511-0261 三重県 いなべ市 大安町丹生川上

511-0262 三重県 いなべ市 大安町丹生川中

511-0263 三重県 いなべ市 大安町丹生川久下

511-0264 三重県 いなべ市 大安町石榑東

511-0265 三重県 いなべ市 大安町石榑北

511-0266 三重県 いなべ市 大安町石榑南

511-0267 三重県 いなべ市 大安町石榑北山

511-0271 三重県 いなべ市 大安町片樋

511-0272 三重県 いなべ市 大安町高柳

511-0273 三重県 いなべ市 大安町平塚

511-0274 三重県 いなべ市 大安町大井田

511-0275 三重県 いなべ市 大安町鍋坂

511-0276 三重県 いなべ市 大安町石榑下

511-0281 三重県 いなべ市 大安町門前

511-0282 三重県 いなべ市 大安町大泉

511-0283 三重県 いなべ市 大安町南金井

511-0284 三重県 いなべ市 大安町梅戸



511-0285 三重県 いなべ市 大安町宇賀新田

511-0286 三重県 いなべ市 大安町宇賀

511-0287 三重県 いなべ市 大安町中央ケ丘

511-0401 三重県 いなべ市 北勢町川原

511-0402 三重県 いなべ市 北勢町千司久連新田

511-0403 三重県 いなべ市 北勢町二之瀬

511-0404 三重県 いなべ市 北勢町小原一色

511-0405 三重県 いなべ市 北勢町田辺

511-0406 三重県 いなべ市 北勢町塩崎

511-0411 三重県 いなべ市 北勢町京ケ野新田

511-0412 三重県 いなべ市 北勢町向平

511-0413 三重県 いなべ市 北勢町畑毛

511-0414 三重県 いなべ市 北勢町西貝野

511-0415 三重県 いなべ市 北勢町東貝野

511-0416 三重県 いなべ市 北勢町飯倉

511-0417 三重県 いなべ市 北勢町瀬木

511-0418 三重県 いなべ市 北勢町下平

511-0421 三重県 いなべ市 北勢町皷

511-0422 三重県 いなべ市 北勢町北中津原

511-0423 三重県 いなべ市 北勢町平野新田

511-0424 三重県 いなべ市 北勢町南中津原

511-0425 三重県 いなべ市 北勢町大辻新田

511-0426 三重県 いなべ市 北勢町其原

511-0427 三重県 いなべ市 北勢町麻生田

511-0428 三重県 いなべ市 北勢町阿下喜

511-0431 三重県 いなべ市 北勢町別名

511-0432 三重県 いなべ市 北勢町東村

511-0433 三重県 いなべ市 北勢町中山

511-0434 三重県 いなべ市 北勢町麓村

511-0435 三重県 いなべ市 北勢町奥村

511-0436 三重県 いなべ市 北勢町新町

511-0437 三重県 いなべ市 北勢町垣内

511-0438 三重県 いなべ市 北勢町治田外面

511-0501 三重県 いなべ市 藤原町鼎

511-0502 三重県 いなべ市 藤原町上相場

511-0503 三重県 いなべ市 藤原町下相場

511-0504 三重県 いなべ市 藤原町川合

511-0505 三重県 いなべ市 藤原町日内

511-0506 三重県 いなべ市 藤原町長尾



511-0507 三重県 いなべ市 藤原町上之山田

511-0508 三重県 いなべ市 藤原町藤ケ丘

511-0511 三重県 いなべ市 藤原町市場

511-0512 三重県 いなべ市 藤原町志礼石新田

511-0513 三重県 いなべ市 藤原町下野尻

511-0514 三重県 いなべ市 藤原町石川

511-0515 三重県 いなべ市 藤原町東禅寺

511-0516 三重県 いなべ市 藤原町西野尻

511-0517 三重県 いなべ市 藤原町大貝戸

511-0518 三重県 いなべ市 藤原町坂本

511-0519 三重県 いなべ市 藤原町別名

511-0521 三重県 いなべ市 藤原町古田

511-0522 三重県 いなべ市 藤原町篠立

511-0523 三重県 いなべ市 藤原町本郷

511-0524 三重県 いなべ市 藤原町山口

515-0301 三重県 多気郡明和町 大堀川新田

515-0302 三重県 多気郡明和町 大淀

515-0303 三重県 多気郡明和町 山大淀

515-0311 三重県 多気郡明和町 平尾

515-0312 三重県 多気郡明和町 上野

515-0313 三重県 多気郡明和町 明星

515-0314 三重県 多気郡明和町 新茶屋

515-0315 三重県 多気郡明和町 蓑村

515-0316 三重県 多気郡明和町 有爾中

515-0317 三重県 多気郡明和町 池村

515-0321 三重県 多気郡明和町 斎宮

515-0322 三重県 多気郡明和町 上村

515-0323 三重県 多気郡明和町 岩内

515-0324 三重県 多気郡明和町 金剛坂

515-0325 三重県 多気郡明和町 竹川

515-0331 三重県 多気郡明和町 佐田

515-0332 三重県 多気郡明和町 馬之上

515-0333 三重県 多気郡明和町 坂本

515-0334 三重県 多気郡明和町 中海

515-0341 三重県 多気郡明和町 北藤原

515-0342 三重県 多気郡明和町 南藤原

515-0343 三重県 多気郡明和町 内座

515-0344 三重県 多気郡明和町 養川

515-0345 三重県 多気郡明和町 田屋



515-0346 三重県 多気郡明和町 前野

515-0347 三重県 多気郡明和町 志貴

515-0348 三重県 多気郡明和町 中村

515-0349 三重県 多気郡明和町 川尻

515-0351 三重県 多気郡明和町 浜田

515-0352 三重県 多気郡明和町 八木戸

515-0353 三重県 多気郡明和町 根倉

515-0354 三重県 多気郡明和町 行部

515-1301 三重県 松阪市 飯南町深野

515-1302 三重県 松阪市 飯南町横野

515-1303 三重県 松阪市 飯南町下仁柿

515-1304 三重県 松阪市 飯南町上仁柿

515-1411 三重県 松阪市 飯南町粥見

515-1412 三重県 松阪市 飯南町向粥見

515-1413 三重県 松阪市 飯南町有間野

515-1501 三重県 松阪市 飯高町下滝野

515-1502 三重県 松阪市 飯高町宮前

515-1503 三重県 松阪市 飯高町野々口

515-1504 三重県 松阪市 飯高町作滝

515-1505 三重県 松阪市 飯高町赤桶

515-1506 三重県 松阪市 飯高町田引

515-1611 三重県 松阪市 飯高町七日市

515-1612 三重県 松阪市 飯高町富永

515-1613 三重県 松阪市 飯高町粟野

515-1614 三重県 松阪市 飯高町宮本

515-1615 三重県 松阪市 飯高町森

515-1616 三重県 松阪市 飯高町青田

515-1617 三重県 松阪市 飯高町猿山

515-1618 三重県 松阪市 飯高町蓮

515-1721 三重県 松阪市 飯高町月出

515-1722 三重県 松阪市 飯高町加波

515-1723 三重県 松阪市 飯高町乙栗子

515-1724 三重県 松阪市 飯高町桑原

515-1725 三重県 松阪市 飯高町波瀬

515-1726 三重県 松阪市 飯高町太良木

515-1727 三重県 松阪市 飯高町草鹿野

515-1731 三重県 松阪市 飯高町舟戸

515-1732 三重県 松阪市 飯高町落方

515-1733 三重県 松阪市 飯高町栃谷



515-1734 三重県 松阪市 飯高町木梶

515-2501 三重県 津市 一志町庄村

515-2502 三重県 津市 一志町其村

515-2503 三重県 津市 一志町日置

515-2504 三重県 津市 一志町高野（野田）

515-2504 三重県 津市 一志町高野（高野団地）

515-2504 三重県 津市 一志町高野（その他）

515-2505 三重県 津市 一志町小戸木

515-2511 三重県 津市 一志町片野

515-2512 三重県 津市 一志町新沢田

515-2513 三重県 津市 一志町虹が丘

515-2514 三重県 津市 一志町小山（小山台地）

515-2514 三重県 津市 一志町小山（その他）

515-2515 三重県 津市 一志町八太（その他）

515-2515 三重県 津市 一志町八太（一志団地）

515-2516 三重県 津市 一志町田尻

515-2517 三重県 津市 一志町みのりケ丘

515-2521 三重県 津市 一志町井関

515-2522 三重県 津市 一志町波瀬

515-2523 三重県 津市 一志町井生

515-2524 三重県 津市 一志町大仰

515-2525 三重県 津市 一志町石橋

515-2526 三重県 津市 一志町其倉

515-2601 三重県 津市 白山町三ケ野

515-2602 三重県 津市 白山町二本木

515-2603 三重県 津市 白山町川口

515-2604 三重県 津市 白山町岡

515-2605 三重県 津市 白山台

515-2611 三重県 津市 白山町南出

515-2612 三重県 津市 白山町古市

515-2613 三重県 津市 白山町山田野

515-2614 三重県 津市 白山町伊勢見

515-2615 三重県 津市 白山町八対野

515-2616 三重県 津市 白山町稲垣

515-2617 三重県 津市 グリンタウン榊原

515-2621 三重県 津市 白山町佐田

515-2622 三重県 津市 白山町中ノ村

515-2623 三重県 津市 白山町上ノ村

515-2624 三重県 津市 白山町垣内



515-3131 三重県 津市 白山町藤

515-3132 三重県 津市 白山町北家城

515-3133 三重県 津市 白山町南家城

515-3134 三重県 津市 白山町真見

515-3135 三重県 津市 白山町二俣

515-3136 三重県 津市 白山町福田山

515-3137 三重県 津市 白山町大原

515-3138 三重県 津市 白山町小杉

515-3139 三重県 津市 白山町城立

515-3201 三重県 津市 美杉町竹原

515-3202 三重県 津市 美杉町八手俣

515-3203 三重県 津市 美杉町下之川

515-3311 三重県 津市 美杉町下多気

515-3312 三重県 津市 美杉町上多気

515-3313 三重県 津市 美杉町丹生俣

515-3421 三重県 津市 美杉町八知

515-3531 三重県 津市 美杉町奥津

515-3532 三重県 津市 美杉町川上

515-3533 三重県 津市 美杉町石名原

515-3534 三重県 津市 美杉町杉平

515-3535 三重県 津市 美杉町三多気

515-3536 三重県 津市 美杉町太郎生

516-0101 三重県 度会郡南伊勢町 五ケ所浦

516-0102 三重県 度会郡南伊勢町 切原

516-0103 三重県 度会郡南伊勢町 泉

516-0104 三重県 度会郡南伊勢町 神津佐

516-0105 三重県 度会郡南伊勢町 下津浦

516-0106 三重県 度会郡南伊勢町 木谷

516-0107 三重県 度会郡南伊勢町 飯満

516-0108 三重県 度会郡南伊勢町 中津浜浦

516-0109 三重県 度会郡南伊勢町 船越

516-0111 三重県 度会郡南伊勢町 内瀬

516-0112 三重県 度会郡南伊勢町 伊勢路

516-0113 三重県 度会郡南伊勢町 斎田

516-0114 三重県 度会郡南伊勢町 始神

516-0115 三重県 度会郡南伊勢町 押渕

516-0116 三重県 度会郡南伊勢町 迫間浦

516-0117 三重県 度会郡南伊勢町 礫浦

516-0118 三重県 度会郡南伊勢町 相賀浦



516-0221 三重県 度会郡南伊勢町 宿浦

516-0222 三重県 度会郡南伊勢町 田曽浦

516-1231 三重県 度会郡度会町 川口

516-1232 三重県 度会郡度会町 栗原

516-1233 三重県 度会郡度会町 日向

516-1234 三重県 度会郡度会町 火打石

516-1235 三重県 度会郡度会町 駒ケ野

516-1236 三重県 度会郡度会町 小川

516-1237 三重県 度会郡度会町 五ケ町

516-1238 三重県 度会郡度会町 中之郷

516-1241 三重県 度会郡度会町 柳

516-1242 三重県 度会郡度会町 市場

516-1243 三重県 度会郡度会町 和井野

516-1244 三重県 度会郡度会町 南中村

516-1245 三重県 度会郡度会町 川上

516-1246 三重県 度会郡度会町 脇出

516-1247 三重県 度会郡度会町 小萩

516-1301 三重県 度会郡南伊勢町 道方

516-1302 三重県 度会郡南伊勢町 大江

516-1303 三重県 度会郡南伊勢町 道行竈

516-1304 三重県 度会郡南伊勢町 大方竈

516-1305 三重県 度会郡南伊勢町 阿曽浦

516-1306 三重県 度会郡南伊勢町 慥柄浦

516-1307 三重県 度会郡南伊勢町 贄浦

516-1308 三重県 度会郡南伊勢町 奈屋浦

516-1309 三重県 度会郡南伊勢町 東宮

516-1421 三重県 度会郡南伊勢町 河内

516-1422 三重県 度会郡南伊勢町 神前浦

516-1423 三重県 度会郡南伊勢町 村山

516-1531 三重県 度会郡南伊勢町 方座浦

516-1532 三重県 度会郡南伊勢町 小方竈

516-1533 三重県 度会郡南伊勢町 栃木竈

516-1534 三重県 度会郡南伊勢町 古和浦

516-1535 三重県 度会郡南伊勢町 棚橋竈

516-1536 三重県 度会郡南伊勢町 新桑竈

516-2101 三重県 度会郡度会町 葛原

516-2102 三重県 度会郡度会町 大野木

516-2103 三重県 度会郡度会町 棚橋

516-2104 三重県 度会郡度会町 牧戸



516-2105 三重県 度会郡度会町 平生

516-2106 三重県 度会郡度会町 大久保

516-2107 三重県 度会郡度会町 立岡

516-2108 三重県 度会郡度会町 鮠川

516-2111 三重県 度会郡度会町 下久具

516-2112 三重県 度会郡度会町 上久具

516-2113 三重県 度会郡度会町 田間

516-2114 三重県 度会郡度会町 当津

516-2115 三重県 度会郡度会町 長原

516-2116 三重県 度会郡度会町 坂井

516-2117 三重県 度会郡度会町 麻加江

516-2118 三重県 度会郡度会町 田口

516-2119 三重県 度会郡度会町 注連指

517-0001 三重県 鳥羽市 神島町

517-0002 三重県 鳥羽市 答志町

517-0003 三重県 鳥羽市 桃取町

517-0004 三重県 鳥羽市 菅島町

517-0005 三重県 鳥羽市 坂手町

517-0201 三重県 志摩市 磯部町五知

517-0202 三重県 志摩市 磯部町沓掛

517-0203 三重県 志摩市 磯部町山田

517-0204 三重県 志摩市 磯部町的矢

517-0205 三重県 志摩市 磯部町渡鹿野

517-0206 三重県 志摩市 磯部町飯浜

517-0207 三重県 志摩市 磯部町下之郷

517-0208 三重県 志摩市 磯部町上之郷

517-0209 三重県 志摩市 磯部町恵利原

517-0211 三重県 志摩市 磯部町三ケ所

517-0212 三重県 志摩市 磯部町坂崎

517-0213 三重県 志摩市 磯部町穴川

517-0214 三重県 志摩市 磯部町迫間

517-0215 三重県 志摩市 磯部町檜山

517-0216 三重県 志摩市 磯部町栗木広

517-0217 三重県 志摩市 磯部町山原

517-0218 三重県 志摩市 磯部町築地

517-0401 三重県 志摩市 浜島町桧山路

517-0402 三重県 志摩市 浜島町塩屋

517-0403 三重県 志摩市 浜島町迫子

517-0404 三重県 志摩市 浜島町浜島



517-0405 三重県 志摩市 浜島町南張

517-0501 三重県 志摩市 阿児町鵜方

517-0502 三重県 志摩市 阿児町神明

517-0503 三重県 志摩市 阿児町立神

517-0504 三重県 志摩市 阿児町志島

517-0505 三重県 志摩市 阿児町甲賀

517-0506 三重県 志摩市 阿児町国府

517-0507 三重県 志摩市 阿児町安乗

517-0601 三重県 志摩市 大王町畔名

517-0602 三重県 志摩市 大王町名田

517-0603 三重県 志摩市 大王町波切

517-0604 三重県 志摩市 大王町船越

517-0701 三重県 志摩市 志摩町片田

517-0702 三重県 志摩市 志摩町布施田

517-0703 三重県 志摩市 志摩町和具

517-0704 三重県 志摩市 志摩町越賀

517-0705 三重県 志摩市 志摩町御座

519-0401 三重県 度会郡玉城町 世古

519-0402 三重県 度会郡玉城町 門前

519-0403 三重県 度会郡玉城町 井倉

519-0404 三重県 度会郡玉城町 長更

519-0405 三重県 度会郡玉城町 日向

519-0406 三重県 度会郡玉城町 岡村

519-0407 三重県 度会郡玉城町 玉川

519-0408 三重県 度会郡玉城町 坂本

519-0411 三重県 度会郡玉城町 久保

519-0412 三重県 度会郡玉城町 中楽

519-0413 三重県 度会郡玉城町 妙法寺

519-0414 三重県 度会郡玉城町 佐田

519-0415 三重県 度会郡玉城町 田丸

519-0416 三重県 度会郡玉城町 下田辺

519-0417 三重県 度会郡玉城町 上田辺

519-0421 三重県 度会郡玉城町 冨岡

519-0422 三重県 度会郡玉城町 小社曽根

519-0423 三重県 度会郡玉城町 昼田

519-0424 三重県 度会郡玉城町 山岡

519-0425 三重県 度会郡玉城町 岩出

519-0426 三重県 度会郡玉城町 中角

519-0427 三重県 度会郡玉城町 宮古



519-0428 三重県 度会郡玉城町 岡出

519-0431 三重県 度会郡玉城町 蚊野

519-0432 三重県 度会郡玉城町 野篠

519-0433 三重県 度会郡玉城町 勝田

519-0434 三重県 度会郡玉城町 田宮寺

519-0435 三重県 度会郡玉城町 矢野

519-0436 三重県 度会郡玉城町 山神

519-0437 三重県 度会郡玉城町 積良

519-0438 三重県 度会郡玉城町 原

519-2151 三重県 多気郡多気町 朝長

519-2152 三重県 多気郡多気町 弟国

519-2153 三重県 多気郡多気町 河田

519-2154 三重県 多気郡多気町 多気

519-2155 三重県 多気郡多気町 東池上

519-2156 三重県 多気郡多気町 西池上

519-2157 三重県 多気郡多気町 五佐奈

519-2158 三重県 多気郡多気町 荒蒔

519-2159 三重県 多気郡多気町 兄国

519-2161 三重県 多気郡多気町 土羽

519-2162 三重県 多気郡多気町 笠木

519-2163 三重県 多気郡多気町 矢田

519-2164 三重県 多気郡多気町 森荘

519-2165 三重県 多気郡多気町 田中

519-2166 三重県 多気郡多気町 野中

519-2167 三重県 多気郡多気町 相鹿瀬

519-2171 三重県 多気郡多気町 西山

519-2172 三重県 多気郡多気町 四神田

519-2173 三重県 多気郡多気町 油夫

519-2174 三重県 多気郡多気町 五桂

519-2175 三重県 多気郡多気町 前村

519-2176 三重県 多気郡多気町 長谷

519-2177 三重県 多気郡多気町 神坂

519-2178 三重県 多気郡多気町 平谷

519-2179 三重県 多気郡多気町 仁田

519-2181 三重県 多気郡多気町 相可

519-2182 三重県 多気郡多気町 相可台

519-2183 三重県 多気郡多気町 四疋田

519-2184 三重県 多気郡多気町 三疋田

519-2185 三重県 多気郡多気町 佐伯中



519-2186 三重県 多気郡多気町 井内林

519-2187 三重県 多気郡多気町 鍬形

519-2188 三重県 多気郡多気町 牧

519-2189 三重県 多気郡多気町 津留

519-2201 三重県 多気郡多気町 上出江

519-2202 三重県 多気郡多気町 下出江

519-2203 三重県 多気郡多気町 片野

519-2204 三重県 多気郡多気町 波多瀬

519-2211 三重県 多気郡多気町 丹生

519-2212 三重県 多気郡多気町 色太

519-2213 三重県 多気郡多気町 土屋

519-2214 三重県 多気郡多気町 車川

519-2215 三重県 多気郡多気町 朝柄

519-2216 三重県 多気郡多気町 古江

519-2401 三重県 多気郡大台町 長ケ

519-2402 三重県 多気郡大台町 下三瀬

519-2403 三重県 多気郡大台町 上三瀬

519-2404 三重県 多気郡大台町 佐原

519-2405 三重県 多気郡大台町 弥起井

519-2411 三重県 多気郡大台町 上菅

519-2412 三重県 多気郡大台町 川合

519-2412 三重県 多気郡大台町 菅合

519-2412 三重県 多気郡大台町 滝広

519-2412 三重県 多気郡大台町 下菅

519-2413 三重県 多気郡大台町 大ケ所

519-2421 三重県 多気郡大台町 千代

519-2422 三重県 多気郡大台町 柳原

519-2423 三重県 多気郡大台町 新田

519-2424 三重県 多気郡大台町 栃原

519-2425 三重県 多気郡大台町 神瀬

519-2426 三重県 多気郡大台町 下楠

519-2427 三重県 多気郡大台町 上楠

519-2428 三重県 多気郡大台町 粟生

519-2429 三重県 多気郡大台町 高奈

519-2501 三重県 多気郡大台町 下真手

519-2502 三重県 多気郡大台町 上真手

519-2503 三重県 多気郡大台町 本田木屋

519-2504 三重県 多気郡大台町 小切畑

519-2505 三重県 多気郡大台町 江馬



519-2506 三重県 多気郡大台町 天ケ瀬

519-2507 三重県 多気郡大台町 栗谷

519-2511 三重県 多気郡大台町 菅木屋

519-2512 三重県 多気郡大台町 清滝

519-2513 三重県 多気郡大台町 薗

519-2514 三重県 多気郡大台町 茂原

519-2515 三重県 多気郡大台町 熊内

519-2516 三重県 多気郡大台町 唐櫃

519-2517 三重県 多気郡大台町 南

519-2518 三重県 多気郡大台町 大井

519-2521 三重県 多気郡大台町 明豆

519-2522 三重県 多気郡大台町 御棟

519-2523 三重県 多気郡大台町 小滝

519-2524 三重県 多気郡大台町 神滝

519-2525 三重県 多気郡大台町 滝谷

519-2631 三重県 多気郡大台町 岩井

519-2632 三重県 多気郡大台町 桧原

519-2633 三重県 多気郡大台町 久豆

519-2634 三重県 多気郡大台町 大杉

519-2701 三重県 度会郡大紀町 船木

519-2702 三重県 度会郡大紀町 三瀬川

519-2703 三重県 度会郡大紀町 滝原

519-2704 三重県 度会郡大紀町 阿曽

519-2731 三重県 度会郡大紀町 野原

519-2732 三重県 度会郡大紀町 野添

519-2733 三重県 度会郡大紀町 金輪

519-2734 三重県 度会郡大紀町 永会

519-2735 三重県 度会郡大紀町 神原

519-2736 三重県 度会郡大紀町 打見

519-2801 三重県 度会郡大紀町 柏野

519-2802 三重県 度会郡大紀町 崎

519-2911 三重県 度会郡大紀町 錦

519-3111 三重県 度会郡大紀町 大内山

519-3201 三重県 北牟婁郡紀北町 十須

519-3202 三重県 北牟婁郡紀北町 大原

519-3203 三重県 北牟婁郡紀北町 島原

519-3204 三重県 北牟婁郡紀北町 東長島

519-3205 三重県 北牟婁郡紀北町 長島

519-3206 三重県 北牟婁郡紀北町 海野



519-3207 三重県 北牟婁郡紀北町 道瀬

519-3208 三重県 北牟婁郡紀北町 三浦

519-3209 三重県 北牟婁郡紀北町 古里

519-3401 三重県 北牟婁郡紀北町 馬瀬

519-3402 三重県 北牟婁郡紀北町 河内

519-3403 三重県 北牟婁郡紀北町 上里

519-3404 三重県 北牟婁郡紀北町 中里

519-3405 三重県 北牟婁郡紀北町 船津

519-3406 三重県 北牟婁郡紀北町 相賀

519-3407 三重県 北牟婁郡紀北町 小山浦

519-3408 三重県 北牟婁郡紀北町 便ノ山

519-3411 三重県 北牟婁郡紀北町 白浦

519-3412 三重県 北牟婁郡紀北町 島勝浦

519-3413 三重県 北牟婁郡紀北町 引本浦

519-3414 三重県 北牟婁郡紀北町 小浦

519-3415 三重県 北牟婁郡紀北町 矢口浦

519-5201 三重県 南牟婁郡御浜町 神木

519-5202 三重県 南牟婁郡御浜町 志原

519-5203 三重県 南牟婁郡御浜町 下市木

519-5203 三重県 南牟婁郡御浜町 萩内

519-5204 三重県 南牟婁郡御浜町 山地

519-5204 三重県 南牟婁郡御浜町 阿田和

519-5204 三重県 南牟婁郡御浜町 阿田和（平見）

519-5205 三重県 南牟婁郡御浜町 引作

519-5206 三重県 南牟婁郡御浜町 柿原

519-5211 三重県 南牟婁郡御浜町 上市木

519-5321 三重県 南牟婁郡御浜町 阪本

519-5322 三重県 南牟婁郡御浜町 上野

519-5323 三重県 南牟婁郡御浜町 西原

519-5324 三重県 南牟婁郡御浜町 中立

519-5325 三重県 南牟婁郡御浜町 片川

519-5326 三重県 南牟婁郡御浜町 栗須

519-5327 三重県 南牟婁郡御浜町 川瀬

519-5401 三重県 熊野市 紀和町小森

519-5402 三重県 熊野市 紀和町平谷

519-5403 三重県 熊野市 紀和町長尾

519-5404 三重県 熊野市 紀和町赤木

519-5405 三重県 熊野市 紀和町丸山

519-5406 三重県 熊野市 紀和町矢ノ川



519-5411 三重県 熊野市 紀和町木津呂

519-5412 三重県 熊野市 紀和町大栗須

519-5413 三重県 熊野市 紀和町板屋

519-5414 三重県 熊野市 紀和町小栗須

519-5415 三重県 熊野市 紀和町大河内

519-5416 三重県 熊野市 紀和町湯ノ口

519-5417 三重県 熊野市 紀和町小川口

519-5701 三重県 南牟婁郡紀宝町 鵜殿

519-5711 三重県 南牟婁郡紀宝町 井田

519-5712 三重県 南牟婁郡紀宝町 神内

519-5713 三重県 南牟婁郡紀宝町 成川

519-5714 三重県 南牟婁郡紀宝町 鮒田

519-5715 三重県 南牟婁郡紀宝町 高岡

519-5716 三重県 南牟婁郡紀宝町 北桧杖

519-5717 三重県 南牟婁郡紀宝町 瀬原

519-5718 三重県 南牟婁郡紀宝町 浅里

519-5831 三重県 南牟婁郡紀宝町 桐原

519-5832 三重県 南牟婁郡紀宝町 阪松原

519-5833 三重県 南牟婁郡紀宝町 平尾井

519-5834 三重県 南牟婁郡紀宝町 井内

519-5835 三重県 南牟婁郡紀宝町 大里


