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

640-1481 和歌山県 伊都郡かつらぎ町 新城

643-0001 和歌山県 有田郡湯浅町 山田

643-0005 和歌山県 有田郡湯浅町 栖原

643-0006 和歌山県 有田郡湯浅町 田

643-0051 和歌山県 有田郡広川町 下津木

643-0052 和歌山県 有田郡広川町 上津木

643-0053 和歌山県 有田郡広川町 河瀬

643-0054 和歌山県 有田郡広川町 前田

643-0055 和歌山県 有田郡広川町 井関

643-0061 和歌山県 有田郡広川町 柳瀬

643-0062 和歌山県 有田郡広川町 殿

643-0063 和歌山県 有田郡広川町 南金屋

643-0064 和歌山県 有田郡広川町 上中野

643-0065 和歌山県 有田郡広川町 東中

643-0066 和歌山県 有田郡広川町 名島

643-0072 和歌山県 有田郡広川町 山本

643-0073 和歌山県 有田郡広川町 唐尾

643-0074 和歌山県 有田郡広川町 西広

643-0075 和歌山県 有田郡広川町 和田

643-0121 和歌山県 有田郡有田川町 彦ケ瀬

643-0122 和歌山県 有田郡有田川町 瀬井

643-0123 和歌山県 有田郡有田川町 中

643-0124 和歌山県 有田郡有田川町 中峯

643-0125 和歌山県 有田郡有田川町 沼田

643-0126 和歌山県 有田郡有田川町 本堂

643-0127 和歌山県 有田郡有田川町 有原

643-0128 和歌山県 有田郡有田川町 西ケ峯

643-0129 和歌山県 有田郡有田川町 畦田

643-0131 和歌山県 有田郡有田川町 生石

643-0132 和歌山県 有田郡有田川町 小原

643-0133 和歌山県 有田郡有田川町 尾上

643-0134 和歌山県 有田郡有田川町 大薗

643-0135 和歌山県 有田郡有田川町 大西

643-0136 和歌山県 有田郡有田川町 青田

643-0137 和歌山県 有田郡有田川町 延坂

643-0141 和歌山県 有田郡有田川町 伏羊

643-0142 和歌山県 有田郡有田川町 小川



643-0143 和歌山県 有田郡有田川町 中野

643-0144 和歌山県 有田郡有田川町 市場

643-0151 和歌山県 有田郡有田川町 長谷川

643-0152 和歌山県 有田郡有田川町 金屋

643-0153 和歌山県 有田郡有田川町 中井原

643-0161 和歌山県 有田郡有田川町 歓喜寺

643-0162 和歌山県 有田郡有田川町 松原

643-0163 和歌山県 有田郡有田川町 修理川

643-0164 和歌山県 有田郡有田川町 宇井苔

643-0165 和歌山県 有田郡有田川町 糸川

643-0166 和歌山県 有田郡有田川町 吉原

643-0171 和歌山県 有田郡有田川町 上六川

643-0172 和歌山県 有田郡有田川町 黒松

643-0173 和歌山県 有田郡有田川町 下六川

643-0174 和歌山県 有田郡有田川町 糸野

643-0175 和歌山県 有田郡有田川町 丹生

643-0176 和歌山県 有田郡有田川町 釜中

643-0311 和歌山県 有田郡有田川町 谷

643-0312 和歌山県 有田郡有田川町 岩野河

643-0313 和歌山県 有田郡有田川町 川口

643-0314 和歌山県 有田郡有田川町 立石

643-0361 和歌山県 有田郡有田川町 三瀬川

643-0362 和歌山県 有田郡有田川町 北野川

643-0363 和歌山県 有田郡有田川町 二沢

643-0364 和歌山県 有田郡有田川町 川合

643-0365 和歌山県 有田郡有田川町 中原

643-0366 和歌山県 有田郡有田川町 粟生

643-0511 和歌山県 有田郡有田川町 三田

643-0512 和歌山県 有田郡有田川町 宮川

643-0513 和歌山県 有田郡有田川町 大蔵

643-0514 和歌山県 有田郡有田川町 久野原

643-0515 和歌山県 有田郡有田川町 室川

643-0521 和歌山県 有田郡有田川町 清水

643-0522 和歌山県 有田郡有田川町 下湯川

643-0531 和歌山県 有田郡有田川町 楠本

643-0532 和歌山県 有田郡有田川町 沼

643-0533 和歌山県 有田郡有田川町 遠井

643-0541 和歌山県 有田郡有田川町 東大谷

643-0542 和歌山県 有田郡有田川町 二川



643-0543 和歌山県 有田郡有田川町 日物川

643-0544 和歌山県 有田郡有田川町 境川

643-0551 和歌山県 有田郡有田川町 上湯川

643-0601 和歌山県 有田郡有田川町 押手

643-0602 和歌山県 有田郡有田川町 杉野原

643-0603 和歌山県 有田郡有田川町 板尾

643-0604 和歌山県 有田郡有田川町 井谷

643-0605 和歌山県 有田郡有田川町 沼谷

643-0611 和歌山県 伊都郡かつらぎ町 花園梁瀬

643-0612 和歌山県 伊都郡かつらぎ町 花園北寺

643-0613 和歌山県 伊都郡かつらぎ町 花園池ノ窪

643-0614 和歌山県 伊都郡かつらぎ町 花園新子

643-0802 和歌山県 有田郡有田川町 吉見

643-0841 和歌山県 有田郡有田川町 長谷

643-0847 和歌山県 有田郡有田川町 大賀畑

643-0848 和歌山県 有田郡有田川町 田角

644-0045 和歌山県 日高郡美浜町 三尾

644-0201 和歌山県 日高郡印南町 川又

644-0202 和歌山県 日高郡印南町 上洞

644-0211 和歌山県 日高郡印南町 高串

644-0212 和歌山県 日高郡印南町 田ノ垣内

644-0213 和歌山県 日高郡印南町 西神ノ川

644-0214 和歌山県 日高郡印南町 小原

644-0215 和歌山県 日高郡印南町 皆瀬川

644-0216 和歌山県 日高郡印南町 崎ノ原

644-0217 和歌山県 日高郡印南町 丹生

644-0218 和歌山県 日高郡印南町 松原

644-1122 和歌山県 日高郡日高川町 高津尾

644-1123 和歌山県 日高郡日高川町 高津尾川

644-1131 和歌山県 日高郡日高川町 三十井川

644-1132 和歌山県 日高郡日高川町 姉子

644-1133 和歌山県 日高郡日高川町 原日浦

644-1134 和歌山県 日高郡日高川町 三十木

644-1141 和歌山県 日高郡日高川町 上田原

644-1142 和歌山県 日高郡日高川町 下田原

644-1143 和歌山県 日高郡日高川町 小釜本

644-1151 和歌山県 日高郡日高川町 田尻

644-1152 和歌山県 日高郡日高川町 三佐

644-1161 和歌山県 日高郡日高川町 坂野川



644-1162 和歌山県 日高郡日高川町 老星

644-1163 和歌山県 日高郡日高川町 大又

644-1164 和歌山県 日高郡日高川町 佐井

644-1201 和歌山県 日高郡日高川町 川原河

644-1211 和歌山県 日高郡日高川町 弥谷

644-1212 和歌山県 日高郡日高川町 皆瀬

644-1213 和歌山県 日高郡日高川町 愛川

644-1214 和歌山県 日高郡日高川町 上初湯川

644-1221 和歌山県 日高郡日高川町 寒川

644-1222 和歌山県 日高郡日高川町 串本

644-1231 和歌山県 日高郡日高川町 初湯川

644-1241 和歌山県 日高郡日高川町 滝頭

644-1242 和歌山県 日高郡日高川町 熊野川

644-1243 和歌山県 日高郡日高川町 浅間

644-1244 和歌山県 日高郡日高川町 上越方

645-0028 和歌山県 日高郡みなべ町 熊瀬川

645-0201 和歌山県 日高郡みなべ町 清川

645-0202 和歌山県 日高郡みなべ町 東神野川

645-0203 和歌山県 日高郡みなべ町 島之瀬

645-0204 和歌山県 日高郡みなべ町 広野

645-0205 和歌山県 日高郡みなべ町 滝

645-0206 和歌山県 日高郡みなべ町 土井

645-0207 和歌山県 日高郡みなべ町 高野

645-0208 和歌山県 日高郡みなべ町 市井川

645-0301 和歌山県 田辺市 龍神村福井

645-0302 和歌山県 田辺市 龍神村甲斐ノ川

645-0303 和歌山県 田辺市 龍神村小家

645-0411 和歌山県 田辺市 龍神村宮代

645-0412 和歌山県 田辺市 龍神村丹生ノ川

645-0413 和歌山県 田辺市 龍神村殿原

645-0414 和歌山県 田辺市 龍神村東

645-0415 和歌山県 田辺市 龍神村西

645-0416 和歌山県 田辺市 龍神村安井

645-0417 和歌山県 田辺市 龍神村柳瀬

645-0521 和歌山県 田辺市 龍神村小又川

645-0522 和歌山県 田辺市 龍神村三ツ又

645-0523 和歌山県 田辺市 龍神村広井原

645-0524 和歌山県 田辺市 龍神村湯ノ又

645-0525 和歌山県 田辺市 龍神村龍神



645-0551 和歌山県 日高郡日高川町 寒川（小川）

646-0301 和歌山県 西牟婁郡白浜町 市鹿野

646-0302 和歌山県 西牟婁郡白浜町 上露

646-0303 和歌山県 西牟婁郡白浜町 大瀬

646-0304 和歌山県 西牟婁郡白浜町 竹垣内

646-0305 和歌山県 西牟婁郡白浜町 北谷

646-0311 和歌山県 西牟婁郡白浜町 小房

646-0312 和歌山県 西牟婁郡白浜町 大

646-0313 和歌山県 西牟婁郡白浜町 玉伝

646-0314 和歌山県 西牟婁郡白浜町 里谷

646-1211 和歌山県 田辺市 和田

646-1212 和歌山県 田辺市 下川上

646-1213 和歌山県 田辺市 下川下

646-1214 和歌山県 田辺市 平瀬

646-1321 和歌山県 田辺市 熊野

646-1322 和歌山県 田辺市 面川

646-1323 和歌山県 田辺市 向山

646-1324 和歌山県 田辺市 竹ノ平

646-1325 和歌山県 田辺市 小谷

646-1326 和歌山県 田辺市 深谷

646-1331 和歌山県 田辺市 木守

646-1332 和歌山県 田辺市 五味

646-1333 和歌山県 田辺市 東伏菟野

646-1334 和歌山県 田辺市 九川

646-1335 和歌山県 田辺市 串

646-1336 和歌山県 田辺市 谷野口

646-1337 和歌山県 田辺市 下露

646-1338 和歌山県 田辺市 合川

646-1401 和歌山県 田辺市 中辺路町野中

646-1402 和歌山県 田辺市 中辺路町近露

646-1411 和歌山県 田辺市 中辺路町大内川

646-1412 和歌山県 田辺市 中辺路町石船

646-1413 和歌山県 田辺市 中辺路町北郡

646-1414 和歌山県 田辺市 中辺路町西谷

646-1415 和歌山県 田辺市 中辺路町真砂

646-1416 和歌山県 田辺市 中辺路町高原

646-1421 和歌山県 田辺市 中辺路町栗栖川

646-1431 和歌山県 田辺市 中辺路町小松原

646-1432 和歌山県 田辺市 中辺路町福定



646-1433 和歌山県 田辺市 中辺路町大川

646-1434 和歌山県 田辺市 中辺路町温川

646-1435 和歌山県 田辺市 中辺路町小皆

646-1436 和歌山県 田辺市 中辺路町熊野川

646-1437 和歌山県 田辺市 中辺路町沢

646-1438 和歌山県 田辺市 中辺路町水上

646-1439 和歌山県 田辺市 中辺路町内井川

647-1201 和歌山県 新宮市 熊野川町上長井

647-1202 和歌山県 新宮市 熊野川町東

647-1203 和歌山県 新宮市 熊野川町大山

647-1204 和歌山県 新宮市 熊野川町鎌塚

647-1205 和歌山県 新宮市 熊野川町滝本

647-1206 和歌山県 新宮市 熊野川町西

647-1207 和歌山県 新宮市 熊野川町畝畑

647-1211 和歌山県 新宮市 熊野川町日足

647-1212 和歌山県 新宮市 熊野川町田長

647-1213 和歌山県 新宮市 熊野川町能城山本

647-1214 和歌山県 新宮市 熊野川町赤木

647-1215 和歌山県 新宮市 熊野川町椋井

647-1216 和歌山県 新宮市 熊野川町相須

647-1221 和歌山県 新宮市 熊野川町西敷屋

647-1222 和歌山県 新宮市 熊野川町東敷屋

647-1223 和歌山県 新宮市 熊野川町篠尾

647-1231 和歌山県 新宮市 熊野川町玉置口

647-1232 和歌山県 新宮市 熊野川町嶋津

647-1233 和歌山県 新宮市 熊野川町九重

647-1234 和歌山県 新宮市 熊野川町四滝

647-1235 和歌山県 新宮市 熊野川町宮井

647-1271 奈良県 吉野郡十津川村 竹筒

647-1321 三重県 熊野市 紀和町花井

647-1322 三重県 熊野市 紀和町小船

647-1323 三重県 熊野市 紀和町楊枝川

647-1324 三重県 熊野市 紀和町和気

647-1325 三重県 熊野市 紀和町楊枝

647-1581 奈良県 吉野郡十津川村 神下

647-1582 奈良県 吉野郡十津川村 玉置川

647-1583 奈良県 吉野郡十津川村 東中

647-1584 奈良県 吉野郡十津川村 上葛川

647-1601 和歌山県 東牟婁郡北山村 七色



647-1602 和歌山県 東牟婁郡北山村 竹原

647-1603 和歌山県 東牟婁郡北山村 大沼

647-1604 和歌山県 東牟婁郡北山村 下尾井

647-1605 和歌山県 東牟婁郡北山村 小松

647-1701 和歌山県 田辺市 本宮町小津荷

647-1702 和歌山県 田辺市 本宮町大津荷

647-1703 和歌山県 田辺市 本宮町請川

647-1704 和歌山県 田辺市 本宮町耳打

647-1705 和歌山県 田辺市 本宮町高山

647-1711 和歌山県 田辺市 本宮町皆瀬川

647-1712 和歌山県 田辺市 本宮町田代

647-1713 和歌山県 田辺市 本宮町簑尾谷

647-1714 和歌山県 田辺市 本宮町静川

647-1715 和歌山県 田辺市 本宮町東和田

647-1716 和歌山県 田辺市 本宮町上大野

647-1721 和歌山県 田辺市 本宮町檜葉

647-1722 和歌山県 田辺市 本宮町小々森

647-1723 和歌山県 田辺市 本宮町皆地

647-1724 和歌山県 田辺市 本宮町野竹

647-1725 和歌山県 田辺市 本宮町大瀬

647-1726 和歌山県 田辺市 本宮町武住

647-1731 和歌山県 田辺市 本宮町本宮

647-1732 和歌山県 田辺市 本宮町湯峯

647-1733 和歌山県 田辺市 本宮町渡瀬

647-1734 和歌山県 田辺市 本宮町下湯川

647-1735 和歌山県 田辺市 本宮町曲川

647-1736 和歌山県 田辺市 本宮町久保野

647-1741 和歌山県 田辺市 本宮町大居

647-1742 和歌山県 田辺市 本宮町一本松

647-1743 和歌山県 田辺市 本宮町伏拝

647-1744 和歌山県 田辺市 本宮町三越

647-1751 和歌山県 田辺市 本宮町上切原

647-1752 和歌山県 田辺市 本宮町切畑

647-1753 和歌山県 田辺市 本宮町土河屋

648-0101 和歌山県 伊都郡九度山町 九度山

648-0111 和歌山県 伊都郡九度山町 河根

648-0121 和歌山県 伊都郡九度山町 丹生川

648-0131 和歌山県 伊都郡九度山町 市平

648-0132 和歌山県 伊都郡九度山町 北又



648-0133 和歌山県 伊都郡九度山町 東郷

648-0141 和歌山県 伊都郡九度山町 椎出

648-0142 和歌山県 伊都郡九度山町 笠木

648-0143 和歌山県 伊都郡九度山町 上古沢

648-0144 和歌山県 伊都郡九度山町 中古沢

648-0145 和歌山県 伊都郡九度山町 下古沢

648-0151 和歌山県 伊都郡九度山町 慈尊院

648-0161 和歌山県 伊都郡九度山町 入郷

648-0171 和歌山県 伊都郡高野町 西郷（その他）

648-0201 和歌山県 伊都郡かつらぎ町 花園久木

648-0202 和歌山県 伊都郡かつらぎ町 花園中南

648-0211 和歌山県 伊都郡高野町 高野山

648-0221 和歌山県 伊都郡高野町 西ケ峰

648-0222 和歌山県 伊都郡高野町 南

648-0223 和歌山県 伊都郡高野町 林

648-0224 和歌山県 伊都郡高野町 平原

648-0225 和歌山県 伊都郡高野町 杖ケ薮

648-0226 和歌山県 伊都郡高野町 東又

648-0227 和歌山県 伊都郡高野町 樫原

648-0231 和歌山県 伊都郡高野町 大滝

648-0241 和歌山県 伊都郡高野町 相ノ浦

648-0251 和歌山県 伊都郡高野町 湯川

648-0261 和歌山県 伊都郡高野町 西郷（神谷）

648-0262 和歌山県 伊都郡高野町 細川

648-0263 和歌山県 伊都郡高野町 花坂

648-0301 奈良県 吉野郡野迫川村 池津川

648-0302 奈良県 吉野郡野迫川村 紫園

648-0303 奈良県 吉野郡野迫川村 中津川

648-0304 奈良県 吉野郡野迫川村 立里

648-0305 奈良県 吉野郡野迫川村 北股

648-0306 奈良県 吉野郡野迫川村 平

648-0307 奈良県 吉野郡野迫川村 北今西

648-0308 奈良県 吉野郡野迫川村 桧股

648-0309 奈良県 吉野郡野迫川村 弓手原

648-0401 和歌山県 伊都郡高野町 西富貴

648-0402 和歌山県 伊都郡高野町 東富貴

648-0403 和歌山県 伊都郡高野町 上筒香

648-0404 和歌山県 伊都郡高野町 中筒香

648-0405 和歌山県 伊都郡高野町 下筒香



649-0112 和歌山県 海南市 下津町大崎

649-0121 和歌山県 海南市 下津町丸田

649-0131 和歌山県 海南市 下津町塩津

649-0132 和歌山県 海南市 下津町梅田

649-0141 和歌山県 海南市 下津町小南

649-0142 和歌山県 海南市 下津町中

649-0143 和歌山県 海南市 下津町小松原

649-0144 和歌山県 海南市 下津町橘本

649-0145 和歌山県 海南市 下津町市坪

649-0146 和歌山県 海南市 下津町沓掛

649-0147 和歌山県 海南市 下津町青枝

649-0151 和歌山県 海南市 下津町曽根田

649-0152 和歌山県 海南市 下津町引尾

649-0153 和歌山県 海南市 下津町興

649-0154 和歌山県 海南市 下津町笠畑

649-0155 和歌山県 海南市 下津町大窪

649-0156 和歌山県 海南市 下津町百垣内

649-1131 和歌山県 日高郡由良町 小引

649-1132 和歌山県 日高郡由良町 衣奈

649-1133 和歌山県 日高郡由良町 三尾川

649-1134 和歌山県 日高郡由良町 戸津井

649-1224 和歌山県 日高郡日高町 津久野

649-1225 和歌山県 日高郡日高町 方杭

649-1232 和歌山県 日高郡日高町 阿尾

649-1233 和歌山県 日高郡日高町 産湯

649-1234 和歌山県 日高郡日高町 比井

649-1311 和歌山県 日高郡日高川町 平川

649-1312 和歌山県 日高郡日高川町 三百瀬

649-1313 和歌山県 日高郡日高川町 伊藤川

649-1314 和歌山県 日高郡日高川町 早藤

649-1315 和歌山県 日高郡日高川町 玄子

649-1316 和歌山県 日高郡日高川町 蛇尾

649-1321 和歌山県 日高郡日高川町 入野

649-1325 和歌山県 日高郡日高川町 中津川

649-1332 和歌山県 日高郡日高川町 千津川

649-1521 和歌山県 日高郡印南町 美里

649-1522 和歌山県 日高郡印南町 古井

649-1523 和歌山県 日高郡印南町 樮川

649-1524 和歌山県 日高郡印南町 羽六



649-1531 和歌山県 日高郡印南町 立石

649-1532 和歌山県 日高郡印南町 印南原

649-1536 和歌山県 日高郡印南町 南谷

649-1537 和歌山県 日高郡印南町 明神川

649-2108 和歌山県 西牟婁郡上富田町 下鮎川

649-2321 和歌山県 西牟婁郡白浜町 保呂

649-2322 和歌山県 西牟婁郡白浜町 内ノ川

649-2323 和歌山県 西牟婁郡白浜町 庄川

649-2324 和歌山県 西牟婁郡白浜町 十九渕

649-2325 和歌山県 西牟婁郡白浜町 富田

649-2326 和歌山県 西牟婁郡白浜町 椿

649-2331 和歌山県 西牟婁郡白浜町 平

649-2332 和歌山県 西牟婁郡白浜町 栄

649-2333 和歌山県 西牟婁郡白浜町 中

649-2334 和歌山県 西牟婁郡白浜町 才野

649-2511 和歌山県 西牟婁郡白浜町 日置

649-2521 和歌山県 西牟婁郡白浜町 大古

649-2522 和歌山県 西牟婁郡白浜町 矢田

649-2523 和歌山県 西牟婁郡白浜町 田野井

649-2524 和歌山県 西牟婁郡白浜町 安宅

649-2525 和歌山県 西牟婁郡白浜町 塩野

649-2531 和歌山県 西牟婁郡白浜町 口ケ谷

649-2532 和歌山県 西牟婁郡白浜町 安居

649-2533 和歌山県 西牟婁郡白浜町 中嶋

649-2534 和歌山県 西牟婁郡白浜町 寺山

649-2535 和歌山県 西牟婁郡白浜町 向平

649-2536 和歌山県 西牟婁郡白浜町 久木

649-2537 和歌山県 西牟婁郡白浜町 宇津木

649-2538 和歌山県 西牟婁郡白浜町 小川

649-2539 和歌山県 西牟婁郡白浜町 城

649-2601 和歌山県 西牟婁郡すさみ町 小附

649-2602 和歌山県 西牟婁郡すさみ町 大附

649-2603 和歌山県 西牟婁郡すさみ町 小河内

649-2604 和歌山県 西牟婁郡すさみ町 矢野口

649-2611 和歌山県 西牟婁郡すさみ町 和深川

649-2612 和歌山県 西牟婁郡すさみ町 口和深

649-2621 和歌山県 西牟婁郡すさみ町 周参見

649-2631 和歌山県 西牟婁郡すさみ町 太間川

649-3141 和歌山県 西牟婁郡すさみ町 見老津



649-3142 和歌山県 西牟婁郡すさみ町 江住

649-3143 和歌山県 西牟婁郡すさみ町 里野

649-3151 和歌山県 西牟婁郡すさみ町 大鎌

649-3152 和歌山県 西牟婁郡すさみ町 防己

649-3153 和歌山県 西牟婁郡すさみ町 大谷

649-3161 和歌山県 西牟婁郡すさみ町 佐本中

649-3162 和歌山県 西牟婁郡すさみ町 佐本追川

649-3163 和歌山県 西牟婁郡すさみ町 佐本西栗垣内

649-3164 和歌山県 西牟婁郡すさみ町 佐本東栗垣内

649-3165 和歌山県 西牟婁郡すさみ町 佐本中野

649-3166 和歌山県 西牟婁郡すさみ町 佐本西野川

649-3167 和歌山県 西牟婁郡すさみ町 佐本平野

649-3168 和歌山県 西牟婁郡すさみ町 佐本根倉

649-3169 和歌山県 西牟婁郡すさみ町 佐本深谷

649-3501 和歌山県 東牟婁郡串本町 出雲

649-3502 和歌山県 東牟婁郡串本町 潮岬

649-3503 和歌山県 東牟婁郡串本町 串本

649-3510 和歌山県 東牟婁郡串本町 サンゴ台

649-3511 和歌山県 東牟婁郡串本町 鬮野川

649-3512 和歌山県 東牟婁郡串本町 二色

649-3513 和歌山県 東牟婁郡串本町 高富

649-3514 和歌山県 東牟婁郡串本町 有田

649-3515 和歌山県 東牟婁郡串本町 田並

649-3516 和歌山県 東牟婁郡串本町 田並上

649-3517 和歌山県 東牟婁郡串本町 吐生

649-3518 和歌山県 東牟婁郡串本町 有田上

649-3521 和歌山県 東牟婁郡串本町 江田

649-3522 和歌山県 東牟婁郡串本町 田子

649-3523 和歌山県 東牟婁郡串本町 和深

649-3524 和歌山県 東牟婁郡串本町 里川

649-3631 和歌山県 東牟婁郡串本町 樫野

649-3632 和歌山県 東牟婁郡串本町 須江

649-3633 和歌山県 東牟婁郡串本町 大島

649-4101 和歌山県 東牟婁郡古座川町 樫山

649-4102 和歌山県 東牟婁郡古座川町 楠

649-4103 和歌山県 東牟婁郡古座川町 池野山

649-4104 和歌山県 東牟婁郡古座川町 高池

649-4105 和歌山県 東牟婁郡古座川町 宇津木

649-4106 和歌山県 東牟婁郡古座川町 月野瀬



649-4111 和歌山県 東牟婁郡串本町 上田原

649-4112 和歌山県 東牟婁郡串本町 田原

649-4113 和歌山県 東牟婁郡串本町 津荷

649-4114 和歌山県 東牟婁郡串本町 上野山

649-4115 和歌山県 東牟婁郡串本町 古座

649-4116 和歌山県 東牟婁郡串本町 中湊

649-4117 和歌山県 東牟婁郡串本町 佐部

649-4121 和歌山県 東牟婁郡串本町 古田

649-4122 和歌山県 東牟婁郡串本町 西向

649-4123 和歌山県 東牟婁郡串本町 神野川

649-4124 和歌山県 東牟婁郡串本町 伊串

649-4125 和歌山県 東牟婁郡串本町 姫

649-4126 和歌山県 東牟婁郡串本町 姫川

649-4211 和歌山県 東牟婁郡古座川町 小森川

649-4212 和歌山県 東牟婁郡古座川町 田川

649-4213 和歌山県 東牟婁郡古座川町 西赤木

649-4214 和歌山県 東牟婁郡古座川町 宇筒井

649-4215 和歌山県 東牟婁郡古座川町 大桑

649-4216 和歌山県 東牟婁郡古座川町 小川

649-4217 和歌山県 東牟婁郡古座川町 山手

649-4221 和歌山県 東牟婁郡古座川町 中崎

649-4222 和歌山県 東牟婁郡古座川町 直見

649-4223 和歌山県 東牟婁郡古座川町 川口

649-4224 和歌山県 東牟婁郡古座川町 高瀬

649-4225 和歌山県 東牟婁郡古座川町 潤野

649-4226 和歌山県 東牟婁郡古座川町 明神

649-4227 和歌山県 東牟婁郡古座川町 大柳

649-4231 和歌山県 東牟婁郡古座川町 鶴川

649-4232 和歌山県 東牟婁郡古座川町 一雨

649-4233 和歌山県 東牟婁郡古座川町 立合

649-4234 和歌山県 東牟婁郡古座川町 峰

649-4235 和歌山県 東牟婁郡古座川町 相瀬

649-4236 和歌山県 東牟婁郡古座川町 立合川

649-4441 和歌山県 東牟婁郡古座川町 添野川

649-4442 和歌山県 東牟婁郡古座川町 佐田

649-4443 和歌山県 東牟婁郡古座川町 真砂

649-4444 和歌山県 東牟婁郡古座川町 長追

649-4451 和歌山県 東牟婁郡古座川町 大川

649-4452 和歌山県 東牟婁郡古座川町 蔵土



649-4453 和歌山県 東牟婁郡古座川町 洞尾

649-4454 和歌山県 東牟婁郡古座川町 南平

649-4455 和歌山県 東牟婁郡古座川町 三尾川

649-4561 和歌山県 東牟婁郡古座川町 西川

649-4562 和歌山県 東牟婁郡古座川町 下露

649-4563 和歌山県 東牟婁郡古座川町 平井

649-4564 和歌山県 東牟婁郡古座川町 松根

649-4565 和歌山県 東牟婁郡古座川町 成川

649-5131 和歌山県 東牟婁郡那智勝浦町 西中野川

649-5132 和歌山県 東牟婁郡那智勝浦町 中ノ川

649-5133 和歌山県 東牟婁郡那智勝浦町 井鹿

649-5134 和歌山県 東牟婁郡那智勝浦町 南大居

649-5135 和歌山県 東牟婁郡那智勝浦町 高遠井

649-5136 和歌山県 東牟婁郡那智勝浦町 長井

649-5137 和歌山県 東牟婁郡那智勝浦町 小匠

649-5141 和歌山県 東牟婁郡那智勝浦町 市屋（その他）

649-5142 和歌山県 東牟婁郡那智勝浦町 下里

649-5143 和歌山県 東牟婁郡那智勝浦町 八尺鏡野

649-5144 和歌山県 東牟婁郡那智勝浦町 粉白

649-5145 和歌山県 東牟婁郡那智勝浦町 浦神

649-5146 和歌山県 東牟婁郡那智勝浦町 中里

649-5147 和歌山県 東牟婁郡那智勝浦町 庄

649-5148 和歌山県 東牟婁郡那智勝浦町 下和田

649-5171 和歌山県 東牟婁郡太地町 太地（その他）

649-5172 和歌山県 東牟婁郡太地町 森浦

649-5301 和歌山県 東牟婁郡那智勝浦町 那智山

649-5302 和歌山県 東牟婁郡那智勝浦町 市野々

649-5303 和歌山県 東牟婁郡那智勝浦町 井関

649-5304 和歌山県 東牟婁郡那智勝浦町 川関

649-5311 和歌山県 東牟婁郡那智勝浦町 高津気

649-5312 和歌山県 東牟婁郡那智勝浦町 宇久井

649-5313 和歌山県 東牟婁郡那智勝浦町 狗子ノ川

649-5314 和歌山県 東牟婁郡那智勝浦町 浜ノ宮

649-5331 和歌山県 東牟婁郡那智勝浦町 天満

649-5332 和歌山県 東牟婁郡那智勝浦町 朝日

649-5333 和歌山県 東牟婁郡那智勝浦町 北浜

649-5334 和歌山県 東牟婁郡那智勝浦町 勝浦

649-5335 和歌山県 東牟婁郡那智勝浦町 築地

649-5336 和歌山県 東牟婁郡那智勝浦町 湯川



649-5337 和歌山県 東牟婁郡那智勝浦町 橋ノ川

649-5338 和歌山県 東牟婁郡那智勝浦町 二河

649-5339 和歌山県 東牟婁郡那智勝浦町 市屋（大浦、１０５４－９）

649-5371 和歌山県 東牟婁郡太地町 太地（３７７２～３９０４番地）

649-5451 和歌山県 東牟婁郡那智勝浦町 口色川

649-5452 和歌山県 東牟婁郡那智勝浦町 小阪

649-5453 和歌山県 東牟婁郡那智勝浦町 南平野

649-5454 和歌山県 東牟婁郡那智勝浦町 熊瀬川

649-5461 和歌山県 東牟婁郡那智勝浦町 大野

649-5462 和歌山県 東牟婁郡那智勝浦町 田垣内

649-5463 和歌山県 東牟婁郡那智勝浦町 高野

649-5464 和歌山県 東牟婁郡那智勝浦町 直柱

649-5465 和歌山県 東牟婁郡那智勝浦町 坂足

649-5466 和歌山県 東牟婁郡那智勝浦町 樫原

649-7101 和歌山県 伊都郡かつらぎ町 東谷

649-7102 和歌山県 伊都郡かつらぎ町 滝

649-7103 和歌山県 伊都郡かつらぎ町 広口

649-7104 和歌山県 伊都郡かつらぎ町 平

649-7111 和歌山県 伊都郡かつらぎ町 大畑

649-7112 和歌山県 伊都郡かつらぎ町 中飯降

649-7113 和歌山県 伊都郡かつらぎ町 妙寺

649-7114 和歌山県 伊都郡かつらぎ町 西飯降

649-7115 和歌山県 伊都郡かつらぎ町 短野

649-7121 和歌山県 伊都郡かつらぎ町 丁ノ町

649-7122 和歌山県 伊都郡かつらぎ町 新田

649-7123 和歌山県 伊都郡かつらぎ町 柏木

649-7131 和歌山県 伊都郡かつらぎ町 山崎

649-7132 和歌山県 伊都郡かつらぎ町 教良寺

649-7133 和歌山県 伊都郡かつらぎ町 三谷

649-7134 和歌山県 伊都郡かつらぎ町 宮本

649-7135 和歌山県 伊都郡かつらぎ町 平沼田

649-7136 和歌山県 伊都郡かつらぎ町 寺尾

649-7137 和歌山県 伊都郡かつらぎ町 兄井

649-7141 和歌山県 伊都郡かつらぎ町 上天野

649-7142 和歌山県 伊都郡かつらぎ町 下天野

649-7143 和歌山県 伊都郡かつらぎ町 神田

649-7144 和歌山県 伊都郡かつらぎ町 志賀

649-7145 和歌山県 伊都郡かつらぎ町 日高

649-7146 和歌山県 伊都郡かつらぎ町 星山



649-7151 和歌山県 伊都郡かつらぎ町 東渋田

649-7152 和歌山県 伊都郡かつらぎ町 星川

649-7153 和歌山県 伊都郡かつらぎ町 御所

649-7154 和歌山県 伊都郡かつらぎ町 西渋田

649-7155 和歌山県 伊都郡かつらぎ町 島

649-7161 和歌山県 伊都郡かつらぎ町 笠田東

649-7162 和歌山県 伊都郡かつらぎ町 笠田中

649-7163 和歌山県 伊都郡かつらぎ町 萩原

649-7164 和歌山県 伊都郡かつらぎ町 窪

649-7165 和歌山県 伊都郡かつらぎ町 背ノ山

649-7166 和歌山県 伊都郡かつらぎ町 高田

649-7167 和歌山県 伊都郡かつらぎ町 移

649-7171 和歌山県 伊都郡かつらぎ町 大薮

649-7172 和歌山県 伊都郡かつらぎ町 蛭子

649-7173 和歌山県 伊都郡かつらぎ町 大谷

649-7174 和歌山県 伊都郡かつらぎ町 佐野

649-7175 和歌山県 伊都郡かつらぎ町 広浦

649-7211 和歌山県 橋本市 高野口町下中

649-7212 和歌山県 橋本市 高野口町上中

649-7213 和歌山県 橋本市 高野口町嵯峨谷

649-7214 和歌山県 橋本市 高野口町竹尾

649-7215 和歌山県 橋本市 高野口町九重

649-7216 和歌山県 橋本市 高野口町田原


