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

701-2601 岡山県 美作市 尾谷

701-2602 岡山県 美作市 真神

701-2603 岡山県 美作市 三保原

701-2604 岡山県 美作市 福本

701-2605 岡山県 美作市 奥

701-2606 岡山県 美作市 井口

701-2611 岡山県 美作市 北

701-2612 岡山県 美作市 滝宮

701-2613 岡山県 美作市 横尾

701-2614 岡山県 美作市 上山

701-2615 岡山県 美作市 中川

701-2616 岡山県 美作市 南

701-2621 岡山県 美作市 下山

701-2622 岡山県 美作市 鳥渕

701-2623 岡山県 美作市 英田青野

701-2624 岡山県 美作市 中河内

701-2625 岡山県 美作市 城田

701-3201 岡山県 備前市 日生町寺山

701-3202 岡山県 備前市 日生町寒河

701-3203 岡山県 備前市 日生町大多府

701-3204 岡山県 備前市 日生町日生

701-4211 岡山県 瀬戸内市 邑久町庄田

701-4212 岡山県 瀬戸内市 邑久町尻海

701-4213 岡山県 瀬戸内市 邑久町山手

701-4214 岡山県 瀬戸内市 邑久町本庄

701-4215 岡山県 瀬戸内市 邑久町上山田

701-4216 岡山県 瀬戸内市 邑久町下山田

701-4221 岡山県 瀬戸内市 邑久町尾張

701-4222 岡山県 瀬戸内市 邑久町豊安

701-4223 岡山県 瀬戸内市 邑久町豊原

701-4224 岡山県 瀬戸内市 邑久町東谷

701-4231 岡山県 瀬戸内市 邑久町大窪

701-4232 岡山県 瀬戸内市 邑久町北島

701-4233 岡山県 瀬戸内市 邑久町向山

701-4234 岡山県 瀬戸内市 邑久町大富

701-4241 岡山県 瀬戸内市 邑久町福元

701-4243 岡山県 瀬戸内市 邑久町宗三



701-4244 岡山県 瀬戸内市 邑久町福中

701-4245 岡山県 瀬戸内市 邑久町福山

701-4246 岡山県 瀬戸内市 邑久町山田庄

701-4247 岡山県 瀬戸内市 邑久町下笠加

701-4248 岡山県 瀬戸内市 邑久町百田

701-4251 岡山県 瀬戸内市 邑久町北池

701-4252 岡山県 瀬戸内市 邑久町上笠加

701-4253 岡山県 瀬戸内市 邑久町箕輪

701-4254 岡山県 瀬戸内市 邑久町豆田

701-4261 岡山県 瀬戸内市 長船町飯井

701-4262 岡山県 瀬戸内市 長船町東須恵

701-4263 岡山県 瀬戸内市 長船町西須恵

701-4264 岡山県 瀬戸内市 長船町土師

701-4265 岡山県 瀬戸内市 長船町福岡

701-4271 岡山県 瀬戸内市 長船町長船

701-4272 岡山県 瀬戸内市 長船町八日市

701-4273 岡山県 瀬戸内市 長船町磯上

701-4274 岡山県 瀬戸内市 長船町牛文

701-4275 岡山県 瀬戸内市 長船町福里

701-4276 岡山県 瀬戸内市 長船町服部

701-4301 岡山県 瀬戸内市 牛窓町長浜

701-4302 岡山県 瀬戸内市 牛窓町牛窓

701-4303 岡山県 瀬戸内市 牛窓町鹿忍

701-4304 岡山県 瀬戸内市 牛窓町千手

701-4501 岡山県 瀬戸内市 邑久町虫明

701-4502 岡山県 瀬戸内市 邑久町福谷

704-8153 岡山県 岡山市東区 犬島

706-0306 岡山県 玉野市 石島

707-0001 岡山県 美作市 上相

707-0002 岡山県 美作市 中尾

707-0003 岡山県 美作市 明見

707-0004 岡山県 美作市 入田

707-0005 岡山県 美作市 大井が丘

707-0011 岡山県 美作市 和田

707-0012 岡山県 美作市 田殿

707-0013 岡山県 美作市 吉

707-0014 岡山県 美作市 北山

707-0015 岡山県 美作市 豊国原

707-0016 岡山県 美作市 下香山



707-0021 岡山県 美作市 楢原中

707-0022 岡山県 美作市 楢原上

707-0023 岡山県 美作市 平福

707-0024 岡山県 美作市 楢原下

707-0025 岡山県 美作市 栄町

707-0031 岡山県 美作市 山口

707-0032 岡山県 美作市 山外野

707-0033 岡山県 美作市 大原

707-0034 岡山県 美作市 猪臥

707-0035 岡山県 美作市 平田

707-0036 岡山県 美作市 北原

707-0037 岡山県 美作市 友野

707-0041 岡山県 美作市 林野

707-0042 岡山県 美作市 朽木

707-0043 岡山県 美作市 海内

707-0044 岡山県 美作市 海田

707-0045 岡山県 美作市 巨勢

707-0046 岡山県 美作市 三倉田

707-0051 岡山県 美作市 稲穂

707-0052 岡山県 美作市 位田

707-0053 岡山県 美作市 安蘇

707-0054 岡山県 美作市 岩見田

707-0055 岡山県 美作市 金原

707-0056 岡山県 美作市 長内

707-0057 岡山県 美作市 則平

707-0061 岡山県 美作市 中山

707-0062 岡山県 美作市 湯郷

707-0063 岡山県 美作市 北坂

707-0064 岡山県 美作市 殿所

707-0065 岡山県 美作市 青木

707-0066 岡山県 美作市 下大谷

707-0067 岡山県 美作市 奥大谷

707-0111 岡山県 美作市 久賀

707-0112 岡山県 美作市 余野

707-0113 岡山県 美作市 真加部

707-0121 岡山県 美作市 長谷内

707-0122 岡山県 美作市 馬形

707-0123 岡山県 美作市 宗掛

707-0124 岡山県 美作市 大町



707-0131 岡山県 美作市 河内

707-0132 岡山県 美作市 小畑

707-0133 岡山県 美作市 杉原

707-0134 岡山県 美作市 矢田

707-0201 岡山県 美作市 梶並

707-0202 岡山県 美作市 楮

707-0203 岡山県 美作市 真殿

707-0204 岡山県 美作市 右手

707-0205 岡山県 美作市 東谷上

707-0206 岡山県 美作市 東谷下

707-0401 岡山県 美作市 後山

707-0402 岡山県 美作市 中谷

707-0403 岡山県 美作市 東青野

707-0404 岡山県 美作市 太田

707-0405 岡山県 美作市 野原

707-0406 岡山県 美作市 東吉田

707-0407 岡山県 美作市 川東

707-0411 岡山県 美作市 江ノ原

707-0412 岡山県 美作市 古町

707-0413 岡山県 美作市 中町

707-0414 岡山県 美作市 西町

707-0415 岡山県 美作市 宮本

707-0416 岡山県 美作市 今岡

707-0417 岡山県 美作市 下町

707-0421 岡山県 美作市 川上

707-0422 岡山県 美作市 笹岡

707-0423 岡山県 美作市 小原田

707-0424 岡山県 美作市 野形

707-0425 岡山県 美作市 下庄町

707-0426 岡山県 美作市 桂坪

707-0427 岡山県 美作市 滝

707-0431 岡山県 美作市 田井

707-0432 岡山県 美作市 赤田

707-0433 岡山県 美作市 立石

707-0434 岡山県 美作市 壬生

707-0435 岡山県 美作市 沢田

707-0436 岡山県 美作市 川戸

707-0437 岡山県 美作市 粟野

707-0501 岡山県 英田郡西粟倉村 大茅



707-0502 岡山県 英田郡西粟倉村 坂根

707-0503 岡山県 英田郡西粟倉村 影石

707-0504 岡山県 英田郡西粟倉村 長尾

707-0505 岡山県 英田郡西粟倉村 筏津

707-0506 岡山県 英田郡西粟倉村 知社

708-0301 岡山県 苫田郡鏡野町 越畑

708-0302 岡山県 苫田郡鏡野町 岩屋

708-0303 岡山県 苫田郡鏡野町 大町

708-0304 岡山県 苫田郡鏡野町 真経

708-0305 岡山県 苫田郡鏡野町 百谷

708-0311 岡山県 苫田郡鏡野町 寺和田

708-0312 岡山県 苫田郡鏡野町 香々美

708-0313 岡山県 苫田郡鏡野町 公保田

708-0314 岡山県 苫田郡鏡野町 沢田

708-0315 岡山県 苫田郡鏡野町 市場

708-0316 岡山県 苫田郡鏡野町 和田

708-0317 岡山県 苫田郡鏡野町 土居

708-0321 岡山県 苫田郡鏡野町 円宗寺

708-0322 岡山県 苫田郡鏡野町 沖

708-0323 岡山県 苫田郡鏡野町 寺元

708-0324 岡山県 苫田郡鏡野町 竹田

708-0325 岡山県 苫田郡鏡野町 瀬戸

708-0331 岡山県 苫田郡鏡野町 布原

708-0332 岡山県 苫田郡鏡野町 吉原

708-0333 岡山県 苫田郡鏡野町 古川

708-0334 岡山県 苫田郡鏡野町 宗枝

708-0335 岡山県 苫田郡鏡野町 真加部

708-0341 岡山県 苫田郡鏡野町 下原

708-0342 岡山県 苫田郡鏡野町 薪森原

708-0343 岡山県 苫田郡鏡野町 河本

708-0344 岡山県 苫田郡鏡野町 原

708-0345 岡山県 苫田郡鏡野町 高山

708-0351 岡山県 苫田郡鏡野町 入

708-0352 岡山県 苫田郡鏡野町 山城

708-0353 岡山県 苫田郡鏡野町 中谷

708-0361 岡山県 苫田郡鏡野町 上森原

708-0362 岡山県 苫田郡鏡野町 貞永寺

708-0363 岡山県 苫田郡鏡野町 小座

708-0364 岡山県 苫田郡鏡野町 下森原



708-0365 岡山県 苫田郡鏡野町 塚谷

708-0366 岡山県 苫田郡鏡野町 馬場

708-0421 岡山県 苫田郡鏡野町 井坂

708-0422 岡山県 苫田郡鏡野町 養野

708-0423 岡山県 苫田郡鏡野町 女原

708-0424 岡山県 苫田郡鏡野町 杉

708-0425 岡山県 苫田郡鏡野町 箱

708-0426 岡山県 苫田郡鏡野町 西屋

708-0427 岡山県 苫田郡鏡野町 至孝農

708-0431 岡山県 苫田郡鏡野町 河内

708-0432 岡山県 苫田郡鏡野町 久田上原

708-0433 岡山県 苫田郡鏡野町 久田下原

708-0434 岡山県 苫田郡鏡野町 土生

708-0435 岡山県 苫田郡鏡野町 黒木

708-0501 岡山県 苫田郡鏡野町 下斎原

708-0502 岡山県 苫田郡鏡野町 長藤

708-0503 岡山県 苫田郡鏡野町 奥津

708-0504 岡山県 苫田郡鏡野町 奥津川西

708-0511 岡山県 苫田郡鏡野町 羽出

708-0512 岡山県 苫田郡鏡野町 羽出西谷

708-0601 岡山県 苫田郡鏡野町 上齋原

708-0701 岡山県 苫田郡鏡野町 富西谷

708-0702 岡山県 苫田郡鏡野町 富東谷

708-0703 岡山県 苫田郡鏡野町 富仲間

708-0704 岡山県 苫田郡鏡野町 大

708-0705 岡山県 苫田郡鏡野町 楠

708-1201 岡山県 津山市 奥津川

708-1201 岡山県 津山市 加茂町下津川（奥津川）

708-1202 岡山県 津山市 大岩

708-1203 岡山県 津山市 大吉

708-1204 岡山県 津山市 日本原

708-1205 岡山県 津山市 新野東

708-1206 岡山県 津山市 市場

708-1211 岡山県 津山市 原

708-1212 岡山県 津山市 安井

708-1213 岡山県 津山市 下野田

708-1214 岡山県 津山市 上野田

708-1215 岡山県 津山市 杉宮

708-1216 岡山県 津山市 中村



708-1221 岡山県 津山市 西上

708-1222 岡山県 津山市 西中

708-1223 岡山県 津山市 坂上

708-1224 岡山県 津山市 上村

708-1225 岡山県 津山市 西下

708-1226 岡山県 津山市 新野山形

708-1301 岡山県 勝田郡奈義町 馬桑

708-1302 岡山県 勝田郡奈義町 小坂

708-1303 岡山県 勝田郡奈義町 皆木

708-1304 岡山県 勝田郡奈義町 関本

708-1305 岡山県 勝田郡奈義町 行方

708-1306 岡山県 勝田郡奈義町 西原

708-1307 岡山県 勝田郡奈義町 高円

708-1311 岡山県 勝田郡奈義町 久常

708-1312 岡山県 勝田郡奈義町 柿

708-1313 岡山県 勝田郡奈義町 中島東

708-1314 岡山県 勝田郡奈義町 荒内西

708-1315 岡山県 勝田郡奈義町 中島西

708-1321 岡山県 勝田郡奈義町 宮内

708-1322 岡山県 勝田郡奈義町 成松

708-1323 岡山県 勝田郡奈義町 豊沢

708-1324 岡山県 勝田郡奈義町 広岡

708-1325 岡山県 勝田郡奈義町 滝本

708-1326 岡山県 勝田郡奈義町 上町川

708-1501 岡山県 久米郡美咲町 安井

708-1502 岡山県 久米郡美咲町 宮山

708-1503 岡山県 久米郡美咲町 塩気

708-1504 岡山県 久米郡美咲町 吉留

708-1505 岡山県 久米郡美咲町 重藤

708-1506 岡山県 久米郡美咲町 上間

708-1507 岡山県 久米郡美咲町 百々

708-1511 岡山県 久米郡美咲町 行信

708-1512 岡山県 久米郡美咲町 松尾

708-1513 岡山県 久米郡美咲町 藤田下

708-1514 岡山県 久米郡美咲町 藤田上

708-1515 岡山県 久米郡美咲町 下谷

708-1516 岡山県 久米郡美咲町 連石

708-1521 岡山県 久米郡美咲町 休石

708-1522 岡山県 久米郡美咲町 惣田



708-1523 岡山県 久米郡美咲町 吉ケ原

708-1524 岡山県 久米郡美咲町 飯岡

708-1525 岡山県 久米郡美咲町 王子

708-1526 岡山県 久米郡美咲町 高下

708-1527 岡山県 久米郡美咲町 柵原

708-1531 岡山県 久米郡美咲町 栗子

708-1532 岡山県 久米郡美咲町 小瀬

708-1533 岡山県 久米郡美咲町 久木

708-1534 岡山県 久米郡美咲町 藤原

708-1535 岡山県 久米郡美咲町 高城

708-1536 岡山県 久米郡美咲町 定宗

708-1541 岡山県 久米郡美咲町 塚角

708-1542 岡山県 久米郡美咲町 羽仁

708-1543 岡山県 久米郡美咲町 書副

708-1544 岡山県 久米郡美咲町 周佐

708-1545 岡山県 久米郡美咲町 大戸上

708-1546 岡山県 久米郡美咲町 大戸下

708-1547 岡山県 久米郡美咲町 八神

709-0211 岡山県 備前市 吉永町高田

709-0212 岡山県 備前市 吉永町神根本

709-0213 岡山県 備前市 吉永町今崎

709-0214 岡山県 備前市 吉永町和意谷

709-0221 岡山県 備前市 吉永町金谷

709-0222 岡山県 備前市 吉永町福満

709-0223 岡山県 備前市 吉永町南方

709-0224 岡山県 備前市 吉永町吉永中

709-0225 岡山県 備前市 吉永町三股

709-0226 岡山県 備前市 吉永町岩崎

709-0301 岡山県 備前市 吉永町加賀美

709-0302 岡山県 備前市 吉永町多麻

709-0303 岡山県 備前市 吉永町都留岐

709-0304 岡山県 備前市 吉永町笹目

709-0401 岡山県 和気郡和気町 保曽

709-0402 岡山県 和気郡和気町 日笠上

709-0403 岡山県 和気郡和気町 日笠下

709-0404 岡山県 和気郡和気町 木倉

709-0411 岡山県 和気郡和気町 吉田

709-0412 岡山県 和気郡和気町 藤野

709-0413 岡山県 和気郡和気町 泉



709-0414 岡山県 和気郡和気町 大田原

709-0421 岡山県 和気郡和気町 日室

709-0422 岡山県 和気郡和気町 尺所

709-0431 岡山県 和気郡和気町 清水

709-0432 岡山県 和気郡和気町 大中山

709-0441 岡山県 和気郡和気町 衣笠

709-0442 岡山県 和気郡和気町 福富

709-0451 岡山県 和気郡和気町 和気

709-0452 岡山県 和気郡和気町 益原

709-0461 岡山県 和気郡和気町 原

709-0462 岡山県 和気郡和気町 本

709-0463 岡山県 和気郡和気町 田原上

709-0464 岡山県 和気郡和気町 田原下

709-0501 岡山県 和気郡和気町 奥塩田

709-0502 岡山県 和気郡和気町 丸山

709-0503 岡山県 和気郡和気町 南山方

709-0504 岡山県 和気郡和気町 北山方

709-0505 岡山県 和気郡和気町 苦木

709-0506 岡山県 和気郡和気町 塩田

709-0511 岡山県 和気郡和気町 矢田

709-0512 岡山県 和気郡和気町 田土

709-0513 岡山県 和気郡和気町 岩戸

709-0514 岡山県 和気郡和気町 佐伯

709-0515 岡山県 和気郡和気町 米澤

709-0516 岡山県 和気郡和気町 津瀬

709-0521 岡山県 和気郡和気町 父井原

709-0522 岡山県 和気郡和気町 加三方

709-0523 岡山県 和気郡和気町 小坂

709-0524 岡山県 和気郡和気町 田賀

709-0525 岡山県 和気郡和気町 宇生

709-0526 岡山県 和気郡和気町 矢田部

709-0841 岡山県 岡山市東区 瀬戸町万富

709-0842 岡山県 岡山市東区 瀬戸町二日市

709-0843 岡山県 岡山市東区 瀬戸町弓削

709-0844 岡山県 岡山市東区 瀬戸町南方

709-0845 岡山県 岡山市東区 瀬戸町鍛冶屋

709-0846 岡山県 岡山市東区 瀬戸町大井

709-0851 岡山県 岡山市東区 瀬戸町大内

709-0852 岡山県 岡山市東区 瀬戸町肩脊



709-0853 岡山県 岡山市東区 瀬戸町旭ヶ丘

709-0854 岡山県 岡山市東区 瀬戸町江尻

709-0855 岡山県 岡山市東区 瀬戸町沖

709-0856 岡山県 岡山市東区 瀬戸町下

709-0861 岡山県 岡山市東区 瀬戸町瀬戸

709-0862 岡山県 岡山市東区 瀬戸町笹岡

709-0863 岡山県 岡山市東区 瀬戸町観音寺

709-0864 岡山県 岡山市東区 瀬戸町宿奥

709-0865 岡山県 岡山市東区 瀬戸町菊山

709-0871 岡山県 岡山市東区 瀬戸町塩納

709-0872 岡山県 岡山市東区 瀬戸町宗堂

709-0873 岡山県 岡山市東区 瀬戸町坂根

709-0874 岡山県 岡山市東区 瀬戸町森末

709-0875 岡山県 岡山市東区 瀬戸町寺地

709-0876 岡山県 岡山市東区 瀬戸町光明谷

709-2101 岡山県 岡山市北区 御津石上

709-2102 岡山県 岡山市北区 御津中畑

709-2103 岡山県 岡山市北区 御津矢知

709-2104 岡山県 岡山市北区 御津平岡西

709-2105 岡山県 岡山市北区 御津伊田

709-2106 岡山県 岡山市北区 御津新庄

709-2107 岡山県 岡山市北区 御津矢原

709-2111 岡山県 岡山市北区 御津川高

709-2112 岡山県 岡山市北区 御津国ケ原

709-2113 岡山県 岡山市北区 御津芳谷

709-2114 岡山県 岡山市北区 御津中牧

709-2115 岡山県 岡山市北区 御津北野

709-2116 岡山県 岡山市北区 御津中山

709-2117 岡山県 岡山市北区 御津野々口

709-2121 岡山県 岡山市北区 御津宇垣

709-2122 岡山県 岡山市北区 御津吉尾

709-2123 岡山県 岡山市北区 御津河内

709-2124 岡山県 岡山市北区 御津高津

709-2125 岡山県 岡山市北区 御津宇甘

709-2126 岡山県 岡山市北区 御津勝尾

709-2131 岡山県 岡山市北区 御津鹿瀬

709-2132 岡山県 岡山市北区 御津草生

709-2133 岡山県 岡山市北区 御津金川

709-2134 岡山県 岡山市北区 御津下田



709-2135 岡山県 岡山市北区 御津中泉

709-2136 岡山県 岡山市北区 御津紙工

709-2137 岡山県 岡山市北区 御津虎倉

709-2331 岡山県 加賀郡吉備中央町 下加茂

709-2332 岡山県 加賀郡吉備中央町 高谷

709-2333 岡山県 加賀郡吉備中央町 加茂市場

709-2334 岡山県 加賀郡吉備中央町 美原

709-2341 岡山県 加賀郡吉備中央町 上加茂

709-2342 岡山県 加賀郡吉備中央町 広面

709-2343 岡山県 加賀郡吉備中央町 竹部

709-2344 岡山県 加賀郡吉備中央町 上野

709-2345 岡山県 加賀郡吉備中央町 平岡

709-2401 岡山県 加賀郡吉備中央町 神瀬

709-2402 岡山県 加賀郡吉備中央町 高富

709-2403 岡山県 加賀郡吉備中央町 案田

709-2404 岡山県 加賀郡吉備中央町 小森

709-2411 岡山県 加賀郡吉備中央町 上田東

709-2412 岡山県 加賀郡吉備中央町 円城

709-2413 岡山県 加賀郡吉備中央町 上田西

709-2421 岡山県 加賀郡吉備中央町 細田

709-2422 岡山県 加賀郡吉備中央町 三納谷

709-2551 岡山県 加賀郡吉備中央町 下土井

709-2552 岡山県 加賀郡吉備中央町 井原

709-2553 岡山県 加賀郡吉備中央町 富永

709-2554 岡山県 加賀郡吉備中央町 和田

709-2661 岡山県 加賀郡吉備中央町 豊岡下

709-2662 岡山県 加賀郡吉備中央町 三谷

709-2663 岡山県 加賀郡吉備中央町 大木

709-2664 岡山県 加賀郡吉備中央町 豊岡上

709-2671 岡山県 加賀郡吉備中央町 杉谷

709-2672 岡山県 加賀郡吉備中央町 粟井谷

709-2673 岡山県 加賀郡吉備中央町 尾原

709-2674 岡山県 加賀郡吉備中央町 笹目

709-2675 岡山県 加賀郡吉備中央町 福沢

709-2676 岡山県 加賀郡吉備中央町 溝部

709-3101 岡山県 岡山市北区 建部町鶴田

709-3102 岡山県 岡山市北区 建部町和田南

709-3103 岡山県 岡山市北区 建部町角石畝

709-3104 岡山県 岡山市北区 建部町角石谷



709-3105 岡山県 岡山市北区 建部町三明寺

709-3111 岡山県 岡山市北区 建部町福渡

709-3112 岡山県 岡山市北区 建部町川口

709-3113 岡山県 岡山市北区 建部町下神目

709-3114 岡山県 岡山市北区 建部町豊楽寺

709-3121 岡山県 岡山市北区 建部町大田

709-3122 岡山県 岡山市北区 建部町吉田

709-3123 岡山県 岡山市北区 建部町土師方

709-3124 岡山県 岡山市北区 建部町小倉

709-3131 岡山県 岡山市北区 建部町市場

709-3132 岡山県 岡山市北区 建部町中田

709-3133 岡山県 岡山市北区 建部町西原

709-3134 岡山県 岡山市北区 建部町桜

709-3141 岡山県 岡山市北区 建部町品田

709-3142 岡山県 岡山市北区 建部町建部上

709-3143 岡山県 岡山市北区 建部町宮地

709-3144 岡山県 岡山市北区 建部町富沢

709-3145 岡山県 岡山市北区 建部町田地子

709-3401 岡山県 久米郡美咲町 北

709-3402 岡山県 久米郡美咲町 南

709-3403 岡山県 久米郡美咲町 里

709-3404 岡山県 久米郡美咲町 西川

709-3405 岡山県 久米郡美咲町 西

709-3406 岡山県 久米郡美咲町 西川上

709-3407 岡山県 久米郡美咲町 中

709-3411 岡山県 久米郡美咲町 上口

709-3412 岡山県 久米郡美咲町 小山

709-3413 岡山県 久米郡美咲町 栃原

709-3414 岡山県 久米郡美咲町 西垪和

709-3415 岡山県 久米郡美咲町 江与味

709-3416 岡山県 久米郡美咲町 東垪和

709-3417 岡山県 久米郡美咲町 中垪和

709-3601 岡山県 久米郡久米南町 北庄

709-3602 岡山県 久米郡久米南町 里方

709-3603 岡山県 久米郡久米南町 山ノ城

709-3604 岡山県 久米郡久米南町 南庄

709-3605 岡山県 久米郡久米南町 塩之内

709-3606 岡山県 久米郡久米南町 羽出木

709-3611 岡山県 久米郡久米南町 松



709-3612 岡山県 久米郡久米南町 上弓削

709-3613 岡山県 久米郡久米南町 西山寺

709-3614 岡山県 久米郡久米南町 下弓削

709-3615 岡山県 久米郡久米南町 上二ケ

709-3616 岡山県 久米郡久米南町 全間

709-3617 岡山県 久米郡久米南町 下二ケ

709-3621 岡山県 久米郡久米南町 上籾

709-3622 岡山県 久米郡久米南町 仏教寺

709-3623 岡山県 久米郡久米南町 中籾

709-3624 岡山県 久米郡久米南町 下籾

709-3625 岡山県 久米郡久米南町 別所

709-3626 岡山県 久米郡久米南町 上神目

709-3627 岡山県 久米郡久米南町 神目中

709-3631 岡山県 久米郡久米南町 宮地

709-3632 岡山県 久米郡久米南町 山手

709-3633 岡山県 久米郡久米南町 峠

709-3634 岡山県 久米郡久米南町 京尾

709-3635 岡山県 久米郡久米南町 南畑

709-3636 岡山県 久米郡久米南町 安ケ乢

709-3701 岡山県 久米郡美咲町 錦織

709-3702 岡山県 久米郡美咲町 打穴下

709-3703 岡山県 久米郡美咲町 打穴中

709-3704 岡山県 久米郡美咲町 打穴里

709-3705 岡山県 久米郡美咲町 打穴上

709-3706 岡山県 久米郡美咲町 打穴北

709-3707 岡山県 久米郡美咲町 打穴西

709-3711 岡山県 久米郡美咲町 越尾

709-3712 岡山県 久米郡美咲町 金堀

709-3713 岡山県 久米郡美咲町 新城

709-3714 岡山県 久米郡美咲町 小原

709-3715 岡山県 久米郡美咲町 西幸

709-3716 岡山県 久米郡美咲町 頼元

709-3717 岡山県 久米郡美咲町 原田

709-3721 岡山県 久米郡美咲町 両山寺

709-3722 岡山県 久米郡美咲町 大垪和東

709-3723 岡山県 久米郡美咲町 境

709-3724 岡山県 久米郡美咲町 角石祖母

709-3725 岡山県 久米郡美咲町 和田北

709-3726 岡山県 久米郡美咲町 大垪和西



709-3901 岡山県 津山市 加茂町倉見

709-3902 岡山県 津山市 加茂町黒木

709-3903 岡山県 津山市 加茂町戸賀

709-3904 岡山県 津山市 加茂町斉野谷

709-3905 岡山県 津山市 加茂町塔中

709-3906 岡山県 津山市 加茂町小中原

709-3907 岡山県 津山市 加茂町宇野

709-3908 岡山県 津山市 加茂町原口

709-3911 岡山県 津山市 加茂町物見

709-3912 岡山県 津山市 加茂町河井

709-3913 岡山県 津山市 加茂町山下

709-3914 岡山県 津山市 加茂町知和

709-3915 岡山県 津山市 加茂町青柳

709-3921 岡山県 津山市 加茂町公郷

709-3922 岡山県 津山市 加茂町下津川

709-3923 岡山県 津山市 加茂町桑原

709-3924 岡山県 津山市 加茂町小渕

709-3931 岡山県 津山市 加茂町中原

709-3932 岡山県 津山市 加茂町成安

709-3933 岡山県 津山市 加茂町行重

709-3934 岡山県 津山市 加茂町楢井

709-3935 岡山県 津山市 加茂町百々

709-3951 岡山県 津山市 阿波

709-4201 岡山県 美作市 小房

709-4202 岡山県 美作市 梶原

709-4203 岡山県 美作市 小野

709-4204 岡山県 美作市 鷺巣

709-4205 岡山県 美作市 粟井中

709-4211 岡山県 美作市 五名

709-4212 岡山県 美作市 宮原

709-4213 岡山県 美作市 大聖寺

709-4214 岡山県 美作市 豆田

709-4215 岡山県 美作市 小ノ谷

709-4216 岡山県 美作市 山手

709-4221 岡山県 美作市 瀬戸

709-4222 岡山県 美作市 岩辺

709-4223 岡山県 美作市 大内谷

709-4224 岡山県 美作市 豊野

709-4225 岡山県 美作市 松脇



709-4226 岡山県 美作市 鯰

709-4227 岡山県 美作市 江見吉田

709-4231 岡山県 美作市 南海

709-4232 岡山県 美作市 芦河内

709-4233 岡山県 美作市 藤生

709-4234 岡山県 美作市 江見

709-4235 岡山県 美作市 原

709-4236 岡山県 美作市 川北

709-4241 岡山県 美作市 日指

709-4242 岡山県 美作市 田原

709-4243 岡山県 美作市 蓮花寺

709-4244 岡山県 美作市 土居

709-4245 岡山県 美作市 竹田

709-4246 岡山県 美作市 上福原

709-4247 岡山県 美作市 山城

709-4251 岡山県 美作市 白水

709-4252 岡山県 美作市 角南

709-4253 岡山県 美作市 柿ケ原

709-4254 岡山県 美作市 万善

709-4255 岡山県 美作市 国貞

709-4256 岡山県 美作市 鈴家

709-4257 岡山県 美作市 田渕

709-4301 岡山県 勝田郡勝央町 下町川

709-4302 岡山県 勝田郡勝央町 河原

709-4303 岡山県 勝田郡勝央町 豊久田

709-4304 岡山県 勝田郡勝央町 上香山

709-4305 岡山県 勝田郡勝央町 曽井

709-4306 岡山県 勝田郡勝央町 美野

709-4307 岡山県 勝田郡勝央町 石生

709-4311 岡山県 勝田郡勝央町 岡

709-4312 岡山県 勝田郡勝央町 黒土

709-4313 岡山県 勝田郡勝央町 小矢田

709-4314 岡山県 勝田郡勝央町 東吉田

709-4315 岡山県 勝田郡勝央町 畑屋

709-4316 岡山県 勝田郡勝央町 勝間田

709-4321 岡山県 勝田郡勝央町 太平台

709-4322 岡山県 勝田郡勝央町 福吉

709-4323 岡山県 勝田郡勝央町 黒坂

709-4324 岡山県 勝田郡勝央町 為本



709-4331 岡山県 勝田郡勝央町 植月北

709-4332 岡山県 勝田郡勝央町 植月東

709-4333 岡山県 勝田郡勝央町 田井

709-4334 岡山県 勝田郡勝央町 平

709-4335 岡山県 勝田郡勝央町 植月中

709-4601 岡山県 津山市 宮部上

709-4602 岡山県 津山市 宮部下

709-4603 岡山県 津山市 中北下

709-4604 岡山県 津山市 坪井下

709-4605 岡山県 津山市 坪井上

709-4606 岡山県 津山市 中北上

709-4611 岡山県 津山市 領家

709-4612 岡山県 津山市 くめ

709-4613 岡山県 津山市 宮尾

709-4614 岡山県 津山市 久米川南

709-4615 岡山県 津山市 一色

709-4616 岡山県 津山市 南方中

709-4621 岡山県 津山市 神代

709-4622 岡山県 津山市 戸脇

709-4623 岡山県 津山市 桑下

709-4624 岡山県 津山市 桑上

709-4625 岡山県 津山市 里公文

709-4626 岡山県 津山市 里公文上

709-4631 岡山県 津山市 福田下

709-4632 岡山県 津山市 八社

709-4633 岡山県 津山市 油木上

709-4634 岡山県 津山市 油木下

709-4635 岡山県 津山市 油木北

714-0035 岡山県 笠岡市 高島

714-0036 岡山県 笠岡市 白石島

714-0037 岡山県 笠岡市 真鍋島

714-0038 岡山県 笠岡市 六島

714-0301 岡山県 笠岡市 北木島町

714-0302 岡山県 笠岡市 飛島

714-1201 岡山県 小田郡矢掛町 矢掛

714-1202 岡山県 小田郡矢掛町 小林

714-1203 岡山県 小田郡矢掛町 上高末

714-1204 岡山県 小田郡矢掛町 下高末

714-1205 岡山県 小田郡矢掛町 宇角



714-1206 岡山県 小田郡矢掛町 内田

714-1211 岡山県 小田郡矢掛町 東三成

714-1212 岡山県 小田郡矢掛町 横谷

714-1213 岡山県 小田郡矢掛町 里山田

714-1214 岡山県 小田郡矢掛町 南山田

714-1215 岡山県 小田郡矢掛町 中

714-1221 岡山県 小田郡矢掛町 宇内

714-1222 岡山県 小田郡矢掛町 西川面

714-1223 岡山県 小田郡矢掛町 東川面

714-1224 岡山県 小田郡矢掛町 本堀

714-1225 岡山県 小田郡矢掛町 浅海

714-1226 岡山県 小田郡矢掛町 江良

714-1227 岡山県 小田郡矢掛町 小田

714-1401 岡山県 井原市 美星町明治

714-1402 岡山県 井原市 美星町宇戸谷

714-1403 岡山県 井原市 美星町上高末

714-1404 岡山県 井原市 美星町烏頭

714-1405 岡山県 井原市 美星町宇戸

714-1406 岡山県 井原市 美星町三山

714-1407 岡山県 井原市 美星町黒忠

714-1411 岡山県 井原市 美星町大倉

714-1412 岡山県 井原市 美星町東水砂

714-1413 岡山県 井原市 美星町西水砂

714-1414 岡山県 井原市 美星町黒木

714-1415 岡山県 井原市 美星町星田

714-2101 岡山県 井原市 芳井町梶江

714-2102 岡山県 井原市 芳井町与井

714-2103 岡山県 井原市 芳井町宇戸川

714-2104 岡山県 井原市 芳井町花滝

714-2111 岡山県 井原市 芳井町吉井

714-2112 岡山県 井原市 芳井町簗瀬

714-2113 岡山県 井原市 芳井町天神山

714-2114 岡山県 井原市 芳井町川相

714-2121 岡山県 井原市 芳井町佐屋

714-2122 岡山県 井原市 芳井町種

714-2123 岡山県 井原市 芳井町片塚

714-2124 岡山県 井原市 芳井町井山

714-2125 岡山県 井原市 芳井町池谷

714-2231 岡山県 井原市 芳井町下鴫



714-2232 岡山県 井原市 芳井町上鴫

714-2233 岡山県 井原市 芳井町山村

714-2234 岡山県 井原市 芳井町西三原

714-2341 岡山県 井原市 芳井町東三原

716-1101 岡山県 加賀郡吉備中央町 豊野

716-1102 岡山県 加賀郡吉備中央町 黒土

716-1111 岡山県 加賀郡吉備中央町 田土

716-1112 岡山県 加賀郡吉備中央町 湯山

716-1121 岡山県 加賀郡吉備中央町 納地

716-1122 岡山県 加賀郡吉備中央町 竹荘

716-1131 岡山県 加賀郡吉備中央町 上竹

716-1241 岡山県 加賀郡吉備中央町 吉川

716-1242 岡山県 加賀郡吉備中央町 黒山

716-1401 岡山県 真庭市 五名

716-1402 岡山県 真庭市 山田

716-1403 岡山県 真庭市 宮地

716-1411 岡山県 真庭市 上水田

716-1421 岡山県 真庭市 下中津井

716-1422 岡山県 真庭市 上中津井

716-1431 岡山県 真庭市 阿口

716-1432 岡山県 真庭市 上呰部

716-1433 岡山県 真庭市 下呰部

716-1551 岡山県 加賀郡吉備中央町 北

716-1552 岡山県 加賀郡吉備中央町 岨谷

716-1553 岡山県 加賀郡吉備中央町 宮地

716-1554 岡山県 加賀郡吉備中央町 西

717-0001 岡山県 真庭市 星山

717-0002 岡山県 真庭市 菅谷

717-0003 岡山県 真庭市 竹原

717-0004 岡山県 真庭市 神庭

717-0005 岡山県 真庭市 横部

717-0006 岡山県 真庭市 組

717-0007 岡山県 真庭市 本郷

717-0011 岡山県 真庭市 見尾

717-0012 岡山県 真庭市 山久世

717-0013 岡山県 真庭市 勝山

717-0014 岡山県 真庭市 柴原

717-0015 岡山県 真庭市 岡

717-0016 岡山県 真庭市 正吉



717-0017 岡山県 真庭市 真賀

717-0021 岡山県 真庭市 福谷

717-0022 岡山県 真庭市 三田

717-0023 岡山県 真庭市 江川

717-0024 岡山県 真庭市 月田

717-0025 岡山県 真庭市 後谷畝

717-0026 岡山県 真庭市 荒田

717-0027 岡山県 真庭市 神代

717-0101 岡山県 真庭市 鉄山

717-0102 岡山県 真庭市 黒田

717-0103 岡山県 真庭市 田口

717-0104 岡山県 真庭市 延風

717-0105 岡山県 真庭市 美甘

717-0201 岡山県 真庭郡新庄村 新庄村一円

717-0401 岡山県 真庭市 田羽根

717-0402 岡山県 真庭市 湯原温泉

717-0403 岡山県 真庭市 下湯原

717-0404 岡山県 真庭市 社

717-0405 岡山県 真庭市 久見

717-0406 岡山県 真庭市 豊栄

717-0411 岡山県 真庭市 見明戸

717-0412 岡山県 真庭市 本庄

717-0413 岡山県 真庭市 禾津

717-0414 岡山県 真庭市 釘貫小川

717-0415 岡山県 真庭市 都喜足

717-0416 岡山県 真庭市 仲間

717-0421 岡山県 真庭市 粟谷

717-0422 岡山県 真庭市 藤森

717-0423 岡山県 真庭市 黒杭

717-0424 岡山県 真庭市 種

717-0425 岡山県 真庭市 小童谷

717-0426 岡山県 真庭市 三世七原

717-0501 岡山県 真庭市 蒜山中福田

717-0502 岡山県 真庭市 蒜山富掛田

717-0503 岡山県 真庭市 蒜山富山根

717-0504 岡山県 真庭市 蒜山下福田

717-0505 岡山県 真庭市 蒜山上長田

717-0506 岡山県 真庭市 蒜山下長田

717-0507 岡山県 真庭市 蒜山下見



717-0511 岡山県 真庭市 蒜山初和

717-0512 岡山県 真庭市 蒜山真加子

717-0513 岡山県 真庭市 蒜山下和

717-0514 岡山県 真庭市 蒜山吉田

717-0515 岡山県 真庭市 蒜山別所

717-0601 岡山県 真庭市 蒜山湯船

717-0602 岡山県 真庭市 蒜山上福田

717-0603 岡山県 真庭市 蒜山東茅部

717-0604 岡山県 真庭市 蒜山西茅部

717-0611 岡山県 真庭市 蒜山本茅部

717-0612 岡山県 真庭市 蒜山上徳山

717-0613 岡山県 真庭市 蒜山下徳山

717-0731 岡山県 真庭市 曲り

717-0732 岡山県 真庭市 高田山上

717-0733 岡山県 真庭市 若代畝

717-0734 岡山県 真庭市 野

717-0735 岡山県 真庭市 下岩

717-0736 岡山県 真庭市 古呂々尾中

717-0737 岡山県 真庭市 清谷

717-0741 岡山県 真庭市 若代

717-0742 岡山県 真庭市 後谷

717-0743 岡山県 真庭市 月田本

717-0744 岡山県 真庭市 岩井谷

717-0745 岡山県 真庭市 岩井畝

717-0746 岡山県 真庭市 上

718-0301 岡山県 新見市 哲多町宮河内

718-0302 岡山県 新見市 哲多町花木

718-0303 岡山県 新見市 哲多町本郷

718-0304 岡山県 新見市 哲多町成松

718-0305 岡山県 新見市 哲多町荻尾

718-0306 岡山県 新見市 哲多町矢戸

718-0307 岡山県 新見市 哲多町老栄

718-0311 岡山県 新見市 哲多町蚊家

718-0312 岡山県 新見市 哲多町田淵

718-0313 岡山県 新見市 哲多町大野

719-0301 岡山県 浅口郡里庄町 里見

719-0302 岡山県 浅口郡里庄町 新庄

719-0303 岡山県 浅口郡里庄町 浜中

719-0304 岡山県 浅口郡里庄町 新庄グリーンクレスト



719-2801 岡山県 新見市 神郷釜村

719-2802 岡山県 新見市 神郷高瀬

719-3101 岡山県 真庭市 赤野

719-3102 岡山県 真庭市 大庭

719-3103 岡山県 真庭市 古見

719-3104 岡山県 真庭市 田原

719-3105 岡山県 真庭市 西原

719-3106 岡山県 真庭市 野川

719-3107 岡山県 真庭市 平松

719-3111 岡山県 真庭市 開田

719-3112 岡山県 真庭市 影

719-3113 岡山県 真庭市 杉山

719-3114 岡山県 真庭市 高屋

719-3115 岡山県 真庭市 中

719-3116 岡山県 真庭市 日名

719-3117 岡山県 真庭市 福田

719-3121 岡山県 真庭市 上河内

719-3122 岡山県 真庭市 下河内

719-3123 岡山県 真庭市 下見

719-3124 岡山県 真庭市 中河内

719-3125 岡山県 真庭市 法界寺

719-3126 岡山県 真庭市 向津矢

719-3131 岡山県 真庭市 上山

719-3132 岡山県 真庭市 田原山上

719-3133 岡山県 真庭市 旦土

719-3134 岡山県 真庭市 野原

719-3135 岡山県 真庭市 舞高

719-3136 岡山県 真庭市 吉

719-3141 岡山県 真庭市 上市瀬

719-3142 岡山県 真庭市 木山

719-3143 岡山県 真庭市 下市瀬

719-3144 岡山県 真庭市 落合垂水

719-3145 岡山県 真庭市 西河内

719-3146 岡山県 真庭市 日野上

719-3151 岡山県 真庭市 一色

719-3152 岡山県 真庭市 鹿田

719-3153 岡山県 真庭市 栗原

719-3154 岡山県 真庭市 佐引

719-3155 岡山県 真庭市 下方



719-3156 岡山県 真庭市 関

719-3157 岡山県 真庭市 別所

719-3201 岡山県 真庭市 久世

719-3202 岡山県 真庭市 中島

719-3203 岡山県 真庭市 富尾

719-3204 岡山県 真庭市 惣

719-3205 岡山県 真庭市 草加部

719-3206 岡山県 真庭市 神

719-3211 岡山県 真庭市 樫西

719-3212 岡山県 真庭市 三阪

719-3213 岡山県 真庭市 多田

719-3214 岡山県 真庭市 鍋屋

719-3221 岡山県 真庭市 余野上

719-3222 岡山県 真庭市 余野下

719-3223 岡山県 真庭市 樫東

719-3224 岡山県 真庭市 目木

719-3225 岡山県 真庭市 中原

719-3226 岡山県 真庭市 三崎

719-3227 岡山県 真庭市 台金屋

719-3228 岡山県 真庭市 五反

719-3501 岡山県 新見市 大佐大井野

719-3502 岡山県 新見市 大佐上刑部

719-3503 岡山県 新見市 大佐小阪部

719-3504 岡山県 新見市 大佐永富

719-3505 岡山県 新見市 大佐布瀬

719-3506 岡山県 新見市 大佐田治部

719-3507 岡山県 新見市 大佐小南

719-3612 岡山県 新見市 神郷油野

719-3701 岡山県 新見市 哲西町矢田

719-3702 岡山県 新見市 哲西町上神代

719-3811 岡山県 新見市 哲西町大竹

719-3812 岡山県 新見市 哲西町畑木

719-3813 岡山県 新見市 哲西町八鳥

719-3814 岡山県 新見市 哲西町大野部


