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

791-1201 愛媛県 上浮穴郡久万高原町 久万

791-1202 愛媛県 上浮穴郡久万高原町 入野

791-1203 愛媛県 上浮穴郡久万高原町 西明神

791-1204 愛媛県 上浮穴郡久万高原町 東明神

791-1205 愛媛県 上浮穴郡久万高原町 菅生

791-1206 愛媛県 上浮穴郡久万高原町 上野尻

791-1207 愛媛県 上浮穴郡久万高原町 下野尻

791-1211 愛媛県 上浮穴郡久万高原町 上畑野川

791-1212 愛媛県 上浮穴郡久万高原町 下畑野川

791-1213 愛媛県 上浮穴郡久万高原町 直瀬

791-1221 愛媛県 上浮穴郡久万高原町 露峰

791-1222 愛媛県 上浮穴郡久万高原町 二名

791-1223 愛媛県 上浮穴郡久万高原町 父野川

791-1501 愛媛県 上浮穴郡久万高原町 上黒岩

791-1502 愛媛県 上浮穴郡久万高原町 中黒岩

791-1503 愛媛県 上浮穴郡久万高原町 日野浦

791-1504 愛媛県 上浮穴郡久万高原町 大川

791-1505 愛媛県 上浮穴郡久万高原町 有枝

791-1511 愛媛県 上浮穴郡久万高原町 七鳥

791-1512 愛媛県 上浮穴郡久万高原町 東川

791-1513 愛媛県 上浮穴郡久万高原町 仕出

791-1514 愛媛県 上浮穴郡久万高原町 沢渡

791-1515 愛媛県 上浮穴郡久万高原町 黒藤川

791-1701 愛媛県 上浮穴郡久万高原町 渋草

791-1702 愛媛県 上浮穴郡久万高原町 大成

791-1703 愛媛県 上浮穴郡久万高原町 笠方

791-1704 愛媛県 上浮穴郡久万高原町 前組

791-1705 愛媛県 上浮穴郡久万高原町 相の峰

791-1706 愛媛県 上浮穴郡久万高原町 本組

791-1707 愛媛県 上浮穴郡久万高原町 中組

791-1708 愛媛県 上浮穴郡久万高原町 河の子

791-1709 愛媛県 上浮穴郡久万高原町 相の木

791-1710 愛媛県 上浮穴郡久万高原町 若山

791-1801 愛媛県 上浮穴郡久万高原町 柳井川

791-1802 愛媛県 上浮穴郡久万高原町 西谷

791-1803 愛媛県 上浮穴郡久万高原町 中津

791-2114 愛媛県 伊予郡砥部町 麻生



791-2115 愛媛県 伊予郡砥部町 三角

791-2116 愛媛県 伊予郡砥部町 原町

791-2117 愛媛県 伊予郡砥部町 上原町

791-2120 愛媛県 伊予郡砥部町 宮内（その他）

791-2121 愛媛県 伊予郡砥部町 宮内（山並）

791-2122 愛媛県 伊予郡砥部町 千足

791-2123 愛媛県 伊予郡砥部町 川井

791-2124 愛媛県 伊予郡砥部町 田ノ浦

791-2125 愛媛県 伊予郡砥部町 七折

791-2126 愛媛県 伊予郡砥部町 大角蔵

791-2131 愛媛県 伊予郡砥部町 北川毛

791-2132 愛媛県 伊予郡砥部町 大南

791-2133 愛媛県 伊予郡砥部町 五本松

791-2134 愛媛県 伊予郡砥部町 外山

791-2135 愛媛県 伊予郡砥部町 鵜ノ崎

791-2141 愛媛県 伊予郡砥部町 岩谷口

791-2142 愛媛県 伊予郡砥部町 岩谷

791-2143 愛媛県 伊予郡砥部町 川登

791-2144 愛媛県 伊予郡砥部町 万年

791-2145 愛媛県 伊予郡砥部町 大平

791-2201 愛媛県 伊予郡砥部町 満穂

791-2202 愛媛県 伊予郡砥部町 玉谷

791-2203 愛媛県 伊予郡砥部町 中野川

791-2204 愛媛県 伊予郡砥部町 高市

791-2205 愛媛県 伊予郡砥部町 総津

791-2206 愛媛県 伊予郡砥部町 多居谷

791-2207 愛媛県 伊予郡砥部町 仙波

791-3201 愛媛県 伊予市 中山町佐礼谷

791-3202 愛媛県 伊予市 中山町栗田

791-3203 愛媛県 伊予市 中山町出渕（豊岡・東町）

791-3204 愛媛県 伊予市 中山町出渕（その他）

791-3205 愛媛県 伊予市 中山町中山（泉町）

791-3206 愛媛県 伊予市 中山町中山（その他）

791-3301 愛媛県 喜多郡内子町 内子

791-3310 愛媛県 喜多郡内子町 城廻

791-3321 愛媛県 喜多郡内子町 川中

791-3322 愛媛県 喜多郡内子町 知清

791-3331 愛媛県 喜多郡内子町 立山

791-3332 愛媛県 喜多郡内子町 袋口



791-3341 愛媛県 喜多郡内子町 論田

791-3342 愛媛県 喜多郡内子町 河内

791-3343 愛媛県 喜多郡内子町 石畳

791-3351 愛媛県 喜多郡内子町 五百木

791-3352 愛媛県 喜多郡内子町 村前

791-3360 愛媛県 喜多郡内子町 大瀬

791-3361 愛媛県 喜多郡内子町 大瀬中央（鵜川、大久保、乙成、中野、本町１～３）

791-3362 愛媛県 喜多郡内子町 大瀬北（乙影山、熊の滝、甲影山、程内）

791-3363 愛媛県 喜多郡内子町 大瀬東

791-3364 愛媛県 喜多郡内子町 大瀬南

791-3501 愛媛県 喜多郡内子町 小田

791-3502 愛媛県 喜多郡内子町 寺村

791-3503 愛媛県 喜多郡内子町 日野川

791-3504 愛媛県 喜多郡内子町 大平

791-3505 愛媛県 喜多郡内子町 立石

791-3506 愛媛県 喜多郡内子町 南山

791-3511 愛媛県 喜多郡内子町 吉野川

791-3512 愛媛県 喜多郡内子町 中田渡

791-3513 愛媛県 喜多郡内子町 上田渡

791-3514 愛媛県 喜多郡内子町 臼杵

791-3521 愛媛県 喜多郡内子町 本川

791-3522 愛媛県 喜多郡内子町 中川

791-3523 愛媛県 喜多郡内子町 上川

791-3524 愛媛県 喜多郡内子町 小田深山

791-4321 愛媛県 松山市 元怒和

791-4322 愛媛県 松山市 上怒和

791-4323 愛媛県 松山市 二神

791-4324 愛媛県 松山市 津和地

791-4431 愛媛県 松山市 睦月

791-4432 愛媛県 松山市 野忽那

791-4501 愛媛県 松山市 中島大浦

791-4502 愛媛県 松山市 小浜

791-4503 愛媛県 松山市 長師

791-4504 愛媛県 松山市 宮野

791-4505 愛媛県 松山市 神浦

791-4506 愛媛県 松山市 宇和間

791-4507 愛媛県 松山市 熊田

791-4508 愛媛県 松山市 吉木

791-4509 愛媛県 松山市 饒



791-4510 愛媛県 松山市 畑里

791-4511 愛媛県 松山市 中島粟井

791-8091 愛媛県 松山市 門田町

791-8092 愛媛県 松山市 由良町

791-8093 愛媛県 松山市 泊町

792-0080 愛媛県 今治市 宮窪町四阪島

792-0891 愛媛県 新居浜市 大島

794-1101 愛媛県 今治市 関前岡村

794-1102 愛媛県 今治市 関前小大下

794-1103 愛媛県 今治市 関前大下

794-1301 愛媛県 今治市 大三島町肥海

794-1302 愛媛県 今治市 大三島町大見

794-1303 愛媛県 今治市 大三島町明日

794-1304 愛媛県 今治市 大三島町宮浦

794-1305 愛媛県 今治市 大三島町台

794-1306 愛媛県 今治市 大三島町野々江

794-1307 愛媛県 今治市 大三島町口総

794-1308 愛媛県 今治市 大三島町浦戸

794-1309 愛媛県 今治市 大三島町宗方

794-1401 愛媛県 今治市 上浦町盛

794-1402 愛媛県 今治市 上浦町井口

794-1403 愛媛県 今治市 上浦町甘崎

794-1404 愛媛県 今治市 上浦町瀬戸

794-2101 愛媛県 今治市 吉海町田浦

794-2102 愛媛県 今治市 吉海町泊

794-2103 愛媛県 今治市 吉海町福田

794-2104 愛媛県 今治市 吉海町仁江

794-2110 愛媛県 今治市 吉海町八幡

794-2111 愛媛県 今治市 吉海町幸新田

794-2112 愛媛県 今治市 吉海町本庄

794-2113 愛媛県 今治市 吉海町椋名

794-2114 愛媛県 今治市 吉海町名

794-2115 愛媛県 今治市 吉海町南浦

794-2116 愛媛県 今治市 吉海町名駒

794-2117 愛媛県 今治市 吉海町正味

794-2118 愛媛県 今治市 吉海町臥間

794-2119 愛媛県 今治市 吉海町津島

794-2201 愛媛県 今治市 宮窪町早川

794-2202 愛媛県 今治市 宮窪町余所国



794-2203 愛媛県 今治市 宮窪町宮窪

794-2204 愛媛県 今治市 宮窪町友浦

794-2301 愛媛県 今治市 伯方町有津

794-2302 愛媛県 今治市 伯方町叶浦

794-2303 愛媛県 今治市 伯方町伊方

794-2304 愛媛県 今治市 伯方町北浦

794-2305 愛媛県 今治市 伯方町木浦

794-2410 愛媛県 越智郡上島町 岩城

794-2501 愛媛県 越智郡上島町 弓削久司浦

794-2502 愛媛県 越智郡上島町 弓削沢津

794-2503 愛媛県 越智郡上島町 弓削上弓削

794-2503 愛媛県 越智郡上島町 弓削百貫

794-2504 愛媛県 越智郡上島町 弓削引野

794-2505 愛媛県 越智郡上島町 弓削明神

794-2506 愛媛県 越智郡上島町 弓削下弓削

794-2507 愛媛県 越智郡上島町 弓削藤谷

794-2508 愛媛県 越智郡上島町 弓削太田

794-2509 愛媛県 越智郡上島町 弓削土生

794-2510 愛媛県 越智郡上島町 弓削鎌田

794-2511 愛媛県 越智郡上島町 弓削日比

794-2512 愛媛県 越智郡上島町 弓削狩尾

794-2513 愛媛県 越智郡上島町 弓削大谷

794-2520 愛媛県 越智郡上島町 弓削佐島

794-2530 愛媛県 越智郡上島町 弓削豊島

794-2540 愛媛県 越智郡上島町 魚島一番耕地

794-2541 愛媛県 越智郡上島町 魚島二番耕地

794-2542 愛媛県 越智郡上島町 魚島三番耕地

794-2550 愛媛県 越智郡上島町 生名

795-0301 愛媛県 喜多郡内子町 五十崎

795-0302 愛媛県 喜多郡内子町 大久喜

795-0303 愛媛県 喜多郡内子町 平岡

795-0304 愛媛県 喜多郡内子町 重松

795-0305 愛媛県 喜多郡内子町 宿間

795-0306 愛媛県 喜多郡内子町 福岡

795-0307 愛媛県 喜多郡内子町 北表

795-0308 愛媛県 喜多郡内子町 山鳥坂

795-0309 愛媛県 喜多郡内子町 只海

796-0301 愛媛県 西宇和郡伊方町 湊浦

796-0302 愛媛県 西宇和郡伊方町 小中浦



796-0303 愛媛県 西宇和郡伊方町 亀浦

796-0304 愛媛県 西宇和郡伊方町 伊方越

796-0305 愛媛県 西宇和郡伊方町 河内

796-0306 愛媛県 西宇和郡伊方町 仁田之浜

796-0307 愛媛県 西宇和郡伊方町 中之浜

796-0308 愛媛県 西宇和郡伊方町 大浜

796-0311 愛媛県 西宇和郡伊方町 中浦

796-0312 愛媛県 西宇和郡伊方町 川永田

796-0313 愛媛県 西宇和郡伊方町 豊之浦

796-0421 愛媛県 西宇和郡伊方町 九町

796-0422 愛媛県 西宇和郡伊方町 二見

796-0501 愛媛県 西宇和郡伊方町 足成

796-0502 愛媛県 西宇和郡伊方町 三机

796-0503 愛媛県 西宇和郡伊方町 大江

796-0504 愛媛県 西宇和郡伊方町 志津

796-0505 愛媛県 西宇和郡伊方町 小島

796-0506 愛媛県 西宇和郡伊方町 塩成

796-0611 愛媛県 西宇和郡伊方町 川之浜

796-0612 愛媛県 西宇和郡伊方町 大久

796-0613 愛媛県 西宇和郡伊方町 神崎

796-0614 愛媛県 西宇和郡伊方町 田部

796-0615 愛媛県 西宇和郡伊方町 高茂

796-0801 愛媛県 西宇和郡伊方町 三崎

796-0802 愛媛県 西宇和郡伊方町 高浦

796-0803 愛媛県 西宇和郡伊方町 佐田

796-0804 愛媛県 西宇和郡伊方町 大佐田

796-0805 愛媛県 西宇和郡伊方町 井野浦

796-0811 愛媛県 西宇和郡伊方町 松

796-0812 愛媛県 西宇和郡伊方町 明神

796-0813 愛媛県 西宇和郡伊方町 二名津

796-0814 愛媛県 西宇和郡伊方町 平礒

796-0815 愛媛県 西宇和郡伊方町 釜木

796-0816 愛媛県 西宇和郡伊方町 名取

796-0821 愛媛県 西宇和郡伊方町 与侈

796-0822 愛媛県 西宇和郡伊方町 串

796-0823 愛媛県 西宇和郡伊方町 正野

796-0901 愛媛県 西予市 三瓶町周木

796-0902 愛媛県 西予市 三瓶町長早

796-0903 愛媛県 西予市 三瓶町二及



796-0904 愛媛県 西予市 三瓶町垣生

796-0905 愛媛県 西予市 三瓶町鴫山

796-0906 愛媛県 西予市 三瓶町和泉

796-0907 愛媛県 西予市 三瓶町朝立

796-0908 愛媛県 西予市 三瓶町津布理

796-0909 愛媛県 西予市 三瓶町安土

796-0910 愛媛県 西予市 三瓶町有網代

796-0911 愛媛県 西予市 三瓶町有太刀

796-0912 愛媛県 西予市 三瓶町蔵貫浦

796-0913 愛媛県 西予市 三瓶町蔵貫

796-0914 愛媛県 西予市 三瓶町皆江

796-0915 愛媛県 西予市 三瓶町下泊

797-0001 愛媛県 西予市 宇和町田野中

797-0002 愛媛県 西予市 宇和町平野

797-0003 愛媛県 西予市 宇和町窪

797-0004 愛媛県 西予市 宇和町伊崎

797-0005 愛媛県 西予市 宇和町常定寺

797-0006 愛媛県 西予市 宇和町新城

797-0007 愛媛県 西予市 宇和町明石

797-0010 愛媛県 西予市 宇和町明間

797-0011 愛媛県 西予市 宇和町下川

797-0012 愛媛県 西予市 宇和町皆田

797-0013 愛媛県 西予市 宇和町稲生

797-0014 愛媛県 西予市 宇和町伊賀上

797-0015 愛媛県 西予市 宇和町卯之町

797-0016 愛媛県 西予市 宇和町神領

797-0017 愛媛県 西予市 宇和町ひまわり

797-0018 愛媛県 西予市 宇和町下松葉

797-0020 愛媛県 西予市 宇和町久枝

797-0021 愛媛県 西予市 宇和町野田

797-0022 愛媛県 西予市 宇和町小野田

797-0023 愛媛県 西予市 宇和町山田

797-0024 愛媛県 西予市 宇和町西山田

797-0025 愛媛県 西予市 宇和町郷内

797-0026 愛媛県 西予市 宇和町岩木

797-0027 愛媛県 西予市 宇和町小原

797-0028 愛媛県 西予市 宇和町れんげ

797-0029 愛媛県 西予市 宇和町永長

797-0030 愛媛県 西予市 宇和町清沢



797-0031 愛媛県 西予市 宇和町杢所

797-0032 愛媛県 西予市 宇和町田苗真土

797-0033 愛媛県 西予市 宇和町岡山

797-0034 愛媛県 西予市 宇和町伊延

797-0035 愛媛県 西予市 宇和町河内

797-0036 愛媛県 西予市 宇和町久保

797-0037 愛媛県 西予市 宇和町信里

797-0041 愛媛県 西予市 宇和町東多田

797-0042 愛媛県 西予市 宇和町瀬戸

797-0043 愛媛県 西予市 宇和町大江

797-0044 愛媛県 西予市 宇和町加茂

797-0045 愛媛県 西予市 宇和町坂戸

797-0046 愛媛県 西予市 宇和町上松葉

797-0111 愛媛県 西予市 明浜町俵津

797-0112 愛媛県 西予市 明浜町渡江

797-0113 愛媛県 西予市 明浜町狩浜

797-0201 愛媛県 西予市 明浜町高山

797-0202 愛媛県 西予市 明浜町宮野浦

797-0203 愛媛県 西予市 明浜町田之浜

797-1101 愛媛県 西予市 野村町白髭

797-1102 愛媛県 西予市 野村町松渓

797-1103 愛媛県 西予市 野村町四郎谷

797-1104 愛媛県 西予市 野村町河西

797-1105 愛媛県 西予市 野村町長谷

797-1106 愛媛県 西予市 野村町旭

797-1107 愛媛県 西予市 野村町鳥鹿野

797-1211 愛媛県 西予市 野村町阿下

797-1212 愛媛県 西予市 野村町野村

797-1213 愛媛県 西予市 野村町片川

797-1214 愛媛県 西予市 野村町富野川

797-1215 愛媛県 西予市 野村町高瀬

797-1216 愛媛県 西予市 野村町蔵良

797-1217 愛媛県 西予市 野村町平野

797-1321 愛媛県 西予市 野村町予子林

797-1322 愛媛県 西予市 野村町坂石

797-1323 愛媛県 西予市 野村町釜川

797-1324 愛媛県 西予市 野村町大西

797-1325 愛媛県 西予市 野村町中通川

797-1326 愛媛県 西予市 野村町鎌田



797-1327 愛媛県 西予市 野村町栗木

797-1328 愛媛県 西予市 野村町西

797-1431 愛媛県 西予市 野村町舟戸

797-1432 愛媛県 西予市 野村町惣川

797-1433 愛媛県 西予市 野村町小松

797-1434 愛媛県 西予市 野村町大野ケ原

797-1701 愛媛県 西予市 城川町土居

797-1702 愛媛県 西予市 城川町古市

797-1703 愛媛県 西予市 城川町窪野

797-1704 愛媛県 西予市 城川町川津南

797-1705 愛媛県 西予市 城川町高野子

797-1711 愛媛県 西予市 城川町野井川

797-1712 愛媛県 西予市 城川町遊子谷

797-1713 愛媛県 西予市 城川町嘉喜尾

797-1714 愛媛県 西予市 城川町男河内

797-1715 愛媛県 西予市 城川町田穂

797-1716 愛媛県 西予市 城川町魚成

797-1717 愛媛県 西予市 城川町下相

798-0096 愛媛県 宇和島市 本九島

798-0097 愛媛県 宇和島市 百之浦

798-0098 愛媛県 宇和島市 蛤

798-0099 愛媛県 宇和島市 日振島

798-0212 愛媛県 宇和島市 戸島

798-1101 愛媛県 宇和島市 三間町大藤

798-1102 愛媛県 宇和島市 三間町則

798-1103 愛媛県 宇和島市 三間町成家

798-1104 愛媛県 宇和島市 三間町曽根

798-1105 愛媛県 宇和島市 三間町是能

798-1111 愛媛県 宇和島市 三間町北増穂

798-1112 愛媛県 宇和島市 三間町宮野下

798-1113 愛媛県 宇和島市 三間町迫目

798-1114 愛媛県 宇和島市 三間町務田

798-1115 愛媛県 宇和島市 三間町戸雁

798-1116 愛媛県 宇和島市 三間町黒井地

798-1121 愛媛県 宇和島市 三間町川之内

798-1122 愛媛県 宇和島市 三間町小沢川

798-1123 愛媛県 宇和島市 三間町元宗

798-1124 愛媛県 宇和島市 三間町増田

798-1125 愛媛県 宇和島市 三間町土居中



798-1131 愛媛県 宇和島市 三間町田川

798-1132 愛媛県 宇和島市 三間町波岡

798-1133 愛媛県 宇和島市 三間町中野中

798-1134 愛媛県 宇和島市 三間町金銅

798-1135 愛媛県 宇和島市 三間町古藤田

798-1136 愛媛県 宇和島市 三間町大内

798-1137 愛媛県 宇和島市 三間町兼近

798-1138 愛媛県 宇和島市 三間町土居垣内

798-1139 愛媛県 宇和島市 三間町是延

798-1141 愛媛県 宇和島市 三間町音地

798-1142 愛媛県 宇和島市 三間町三間中間

798-1143 愛媛県 宇和島市 三間町黒川

798-1301 愛媛県 北宇和郡鬼北町 大宿

798-1302 愛媛県 北宇和郡鬼北町 下大野

798-1303 愛媛県 北宇和郡鬼北町 広見

798-1311 愛媛県 北宇和郡鬼北町 小松

798-1312 愛媛県 北宇和郡鬼北町 川上

798-1313 愛媛県 北宇和郡鬼北町 延川

798-1314 愛媛県 北宇和郡鬼北町 久保

798-1321 愛媛県 北宇和郡鬼北町 小倉

798-1322 愛媛県 北宇和郡鬼北町 上川

798-1323 愛媛県 北宇和郡鬼北町 岩谷

798-1324 愛媛県 北宇和郡鬼北町 小西野々

798-1331 愛媛県 北宇和郡鬼北町 興野々

798-1332 愛媛県 北宇和郡鬼北町 出目

798-1333 愛媛県 北宇和郡鬼北町 永野市

798-1341 愛媛県 北宇和郡鬼北町 近永（旭町）

798-1342 愛媛県 北宇和郡鬼北町 近永（栄町）

798-1343 愛媛県 北宇和郡鬼北町 近永（新町）

798-1344 愛媛県 北宇和郡鬼北町 近永（本町）

798-1345 愛媛県 北宇和郡鬼北町 近永（南町）

798-1351 愛媛県 北宇和郡鬼北町 奈良（その他）

798-1352 愛媛県 北宇和郡鬼北町 奈良（成川）

798-1353 愛媛県 北宇和郡鬼北町 奈良（水分）

798-1354 愛媛県 北宇和郡鬼北町 北川

798-1355 愛媛県 北宇和郡鬼北町 芝

798-1356 愛媛県 北宇和郡鬼北町 中野川

798-1361 愛媛県 北宇和郡鬼北町 国遠

798-1362 愛媛県 北宇和郡鬼北町 清延



798-1363 愛媛県 北宇和郡鬼北町 内深田

798-1364 愛媛県 北宇和郡鬼北町 吉波

798-1365 愛媛県 北宇和郡鬼北町 西仲

798-1366 愛媛県 北宇和郡鬼北町 東仲

798-1367 愛媛県 北宇和郡鬼北町 沢松

798-1371 愛媛県 北宇和郡鬼北町 生田

798-1372 愛媛県 北宇和郡鬼北町 西野々

798-1373 愛媛県 北宇和郡鬼北町 清水

798-1374 愛媛県 北宇和郡鬼北町 成藤

798-1375 愛媛県 北宇和郡鬼北町 畔屋

798-1501 愛媛県 北宇和郡鬼北町 上鍵山

798-1502 愛媛県 北宇和郡鬼北町 下鍵山

798-1503 愛媛県 北宇和郡鬼北町 上大野

798-1504 愛媛県 北宇和郡鬼北町 日向谷

798-1505 愛媛県 北宇和郡鬼北町 父野川上

798-1506 愛媛県 北宇和郡鬼北町 父野川中

798-1507 愛媛県 北宇和郡鬼北町 父野川下

798-2101 愛媛県 北宇和郡松野町 松丸

798-2102 愛媛県 北宇和郡松野町 延野々

798-2103 愛媛県 北宇和郡松野町 豊岡

798-2104 愛媛県 北宇和郡松野町 富岡

798-2105 愛媛県 北宇和郡松野町 上家地

798-2106 愛媛県 北宇和郡松野町 目黒

798-2111 愛媛県 北宇和郡松野町 吉野

798-2112 愛媛県 北宇和郡松野町 蕨生

798-2113 愛媛県 北宇和郡松野町 奥野川

798-3271 愛媛県 宇和島市 津島町御内

798-3272 愛媛県 宇和島市 津島町槇川

798-3301 愛媛県 宇和島市 津島町岩松

798-3302 愛媛県 宇和島市 津島町高田

798-3303 愛媛県 宇和島市 津島町近家

798-3311 愛媛県 宇和島市 津島町岩淵

798-3312 愛媛県 宇和島市 津島町山財

798-3313 愛媛県 宇和島市 津島町増穂

798-3321 愛媛県 宇和島市 津島町下畑地（乙を除く）

798-3322 愛媛県 宇和島市 津島町下畑地乙（上槇）

798-3323 愛媛県 宇和島市 津島町上畑地

798-3331 愛媛県 宇和島市 津島町後

798-3332 愛媛県 宇和島市 津島町須下



798-3333 愛媛県 宇和島市 津島町成

798-3334 愛媛県 宇和島市 津島町漁家

798-3335 愛媛県 宇和島市 津島町平井

798-3336 愛媛県 宇和島市 津島町曲烏

798-3337 愛媛県 宇和島市 津島町大浦

798-3338 愛媛県 宇和島市 津島町柿之浦

798-3341 愛媛県 宇和島市 津島町塩定

798-3342 愛媛県 宇和島市 津島町浦知

798-3343 愛媛県 宇和島市 津島町針木

798-3344 愛媛県 宇和島市 津島町嵐

798-3345 愛媛県 宇和島市 津島町横浦

798-3346 愛媛県 宇和島市 津島町鼡鳴

798-3351 愛媛県 宇和島市 津島町弓立

798-3352 愛媛県 宇和島市 津島町坪井

798-3353 愛媛県 宇和島市 津島町泥目水

798-3354 愛媛県 宇和島市 津島町田颪

798-3355 愛媛県 宇和島市 津島町脇

798-3356 愛媛県 宇和島市 津島町曽根

798-3357 愛媛県 宇和島市 津島町田之浜

798-3358 愛媛県 宇和島市 津島町竹ケ島

798-3361 愛媛県 宇和島市 津島町北灘甲

798-3362 愛媛県 宇和島市 津島町北灘乙

798-3363 愛媛県 宇和島市 津島町北灘丙

798-3364 愛媛県 宇和島市 津島町北灘丁（大日提、小日提）

798-3701 愛媛県 南宇和郡愛南町 柏

798-3702 愛媛県 南宇和郡愛南町 柏崎

798-3703 愛媛県 南宇和郡愛南町 須ノ川

798-3704 愛媛県 南宇和郡愛南町 平碆

798-3705 愛媛県 南宇和郡愛南町 家串

798-3706 愛媛県 南宇和郡愛南町 油袋

798-3707 愛媛県 南宇和郡愛南町 魚神山

798-3708 愛媛県 南宇和郡愛南町 網代

798-4101 愛媛県 南宇和郡愛南町 御荘菊川

798-4102 愛媛県 南宇和郡愛南町 御荘平山

798-4103 愛媛県 南宇和郡愛南町 御荘長洲

798-4104 愛媛県 南宇和郡愛南町 御荘和口

798-4105 愛媛県 南宇和郡愛南町 御荘長月

798-4110 愛媛県 南宇和郡愛南町 御荘平城

798-4121 愛媛県 南宇和郡愛南町 御荘深泥



798-4122 愛媛県 南宇和郡愛南町 防城成川

798-4123 愛媛県 南宇和郡愛南町 赤水

798-4124 愛媛県 南宇和郡愛南町 高畑

798-4125 愛媛県 南宇和郡愛南町 中浦

798-4126 愛媛県 南宇和郡愛南町 猿鳴

798-4131 愛媛県 南宇和郡愛南町 城辺甲

798-4132 愛媛県 南宇和郡愛南町 城辺乙

798-4133 愛媛県 南宇和郡愛南町 緑乙

798-4134 愛媛県 南宇和郡愛南町 緑甲

798-4135 愛媛県 南宇和郡愛南町 緑丙

798-4136 愛媛県 南宇和郡愛南町 僧都

798-4201 愛媛県 南宇和郡愛南町 越田

798-4202 愛媛県 南宇和郡愛南町 弓立

798-4203 愛媛県 南宇和郡愛南町 小浦

798-4204 愛媛県 南宇和郡愛南町 樫月

798-4205 愛媛県 南宇和郡愛南町 船越

798-4206 愛媛県 南宇和郡愛南町 内泊

798-4207 愛媛県 南宇和郡愛南町 中泊

798-4208 愛媛県 南宇和郡愛南町 外泊

798-4209 愛媛県 南宇和郡愛南町 鹿島

798-4211 愛媛県 南宇和郡愛南町 久家

798-4212 愛媛県 南宇和郡愛南町 下久家

798-4213 愛媛県 南宇和郡愛南町 樽見

798-4214 愛媛県 南宇和郡愛南町 大成川

798-4215 愛媛県 南宇和郡愛南町 小成川

798-4216 愛媛県 南宇和郡愛南町 福浦

798-4217 愛媛県 南宇和郡愛南町 麦ケ浦

798-4218 愛媛県 南宇和郡愛南町 武者泊

798-4219 愛媛県 南宇和郡愛南町 高茂

798-4341 愛媛県 南宇和郡愛南町 蓮乗寺

798-4342 愛媛県 南宇和郡愛南町 深浦

798-4343 愛媛県 南宇和郡愛南町 垣内

798-4344 愛媛県 南宇和郡愛南町 岩水

798-4345 愛媛県 南宇和郡愛南町 敦盛

798-4346 愛媛県 南宇和郡愛南町 柿ノ浦

798-4347 愛媛県 南宇和郡愛南町 大浜

798-4348 愛媛県 南宇和郡愛南町 中玉

798-4349 愛媛県 南宇和郡愛南町 脇本

798-4351 愛媛県 南宇和郡愛南町 鯆越



798-4352 愛媛県 南宇和郡愛南町 古月

798-4353 愛媛県 南宇和郡愛南町 久良

798-4401 愛媛県 南宇和郡愛南町 正木

798-4402 愛媛県 南宇和郡愛南町 増田

798-4403 愛媛県 南宇和郡愛南町 小山

798-4404 愛媛県 南宇和郡愛南町 中川

798-4405 愛媛県 南宇和郡愛南町 満倉

798-4406 愛媛県 南宇和郡愛南町 広見

798-4407 愛媛県 南宇和郡愛南町 上大道

798-4408 愛媛県 南宇和郡愛南町 一本松

799-0301 愛媛県 四国中央市 新宮町馬立

799-0302 愛媛県 四国中央市 新宮町上山

799-0303 愛媛県 四国中央市 新宮町新宮

799-0304 愛媛県 四国中央市 新宮町新瀬川

799-0641 愛媛県 四国中央市 金砂町小川山

799-0642 愛媛県 四国中央市 金砂町平野山

799-0643 愛媛県 四国中央市 富郷町寒川山

799-0644 愛媛県 四国中央市 富郷町豊坂

799-0645 愛媛県 四国中央市 富郷町津根山

799-0650 愛媛県 新居浜市 別子山

799-2121 愛媛県 今治市 来島（その他）

799-2122 愛媛県 今治市 来島（小島）

799-2123 愛媛県 今治市 馬島

799-3201 愛媛県 伊予市 双海町高野川

799-3202 愛媛県 伊予市 双海町上灘

799-3207 愛媛県 伊予市 双海町高岸

799-3311 愛媛県 伊予市 双海町大久保

799-3312 愛媛県 伊予市 双海町串（その他）

799-3313 愛媛県 伊予市 双海町串（上浜）

799-3314 愛媛県 伊予市 双海町串（下浜）

799-3470 愛媛県 大洲市 長浜町青島


