
　　７００-００００・岡山県岡山市北区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７００-００４５・岡山県岡山市北区葵町・あおいちよう

　　７００-０９４１・岡山県岡山市北区青江・あおえ

　　７００-０８６５・岡山県岡山市北区旭本町・あさひほんまち

　　７００-０８６４・岡山県岡山市北区旭町・あさひまち

　　７０１-１４６３・岡山県岡山市北区足守・あしもり

　　７００-０８３３・岡山県岡山市北区天瀬・あませ

　　７００-０８３４・岡山県岡山市北区天瀬南町・あませみなみまち

　　７０１-１４６１・岡山県岡山市北区粟井・あわい

　　７００-０８１３・岡山県岡山市北区石関町・いしぜきちよう

　　７０１-１５２７・岡山県岡山市北区石妻・いしつﾞま

　　７００-００１７・岡山県岡山市北区伊島北町・いしまきたまち

　　７００-００１６・岡山県岡山市北区伊島町・いしまちよう

　　７００-０８１２・岡山県岡山市北区出石町・いずしちよう

　　７００-００１２・岡山県岡山市北区いずみ町・いずみちよう

　　７０１-１２１１・岡山県岡山市北区一宮・いちのみや

　　７０１-１２０３・岡山県岡山市北区一宮山崎・いちのみややまさき

　　７００-００１３・岡山県岡山市北区伊福町・いふくちよう

　　７００-０９７５・岡山県岡山市北区今・いま

　　７０１-１２０４・岡山県岡山市北区今岡・いまおか

　　７０１-０１４５・岡山県岡山市北区今保・いまほﾞう

　　７００-０９７４・岡山県岡山市北区今村・いまむら

　　７００-００４６・岡山県岡山市北区岩井・いわい

　　７００-００４１・岡山県岡山市北区岩井宮裏・いわいみやうら

　　７００-００２２・岡山県岡山市北区岩田町・いわたちよう

　　７００-０８２４・岡山県岡山市北区内山下・うちさんげ

　　７００-００２３・岡山県岡山市北区駅前町・えきまえちよう

　　７００-００２４・岡山県岡山市北区駅元町・えきもとまち

　　７００-００２８・岡山県岡山市北区絵図町・えずちよう

　　７０１-１４６２・岡山県岡山市北区大井・おおい

　　７０１-０１６５・岡山県岡山市北区大内田・おおうちだ

　　７０１-１２２３・岡山県岡山市北区大窪・おおくほﾞ

　　７０１-１３３６・岡山県岡山市北区大崎・おおざき

　　７００-０９２４・岡山県岡山市北区大元・おおもと

　　７００-０９２３・岡山県岡山市北区大元駅前・おおもとえきまえ

　　７００-０９２５・岡山県岡山市北区大元上町・おおもとかみまち

　　７００-０８６７・岡山県岡山市北区岡町・おかまち

　　７００-０９３３・岡山県岡山市北区奥田・おくだ

　　７００-０９３１・岡山県岡山市北区奥田西町・おくだにしまち

　　７００-０９３２・岡山県岡山市北区奥田本町・おくだほんまち

　　７００-０９３４・岡山県岡山市北区奥田南町・おくだみなみまち

　　７０１-１２１２・岡山県岡山市北区尾上・おのうえ

　　７００-０８４４・岡山県岡山市北区御舟入町・おふないりちよう

　　７００-０８２２・岡山県岡山市北区表町・おもてちよう

　　７０１-１１４４・岡山県岡山市北区栢谷・かいだに

　　７００-００１１・岡山県岡山市北区学南町・がくなんちよう

　　７０１-１６０１・岡山県岡山市北区掛畑・かけはた

　　７００-０９０５・岡山県岡山市北区春日町・かすがちよう

　　７０１-２１５１・岡山県岡山市北区金山寺・かなやまじ

　　７０１-１５２５・岡山県岡山市北区上高田・かみたかだ

　　７０１-１４６５・岡山県岡山市北区上土田・かみつちだ

　　７００-０９７２・岡山県岡山市北区上中野・かみなかの

　　７０１-１３４２・岡山県岡山市北区加茂・かも

　　７０１-１２１４・岡山県岡山市北区辛川市場・からかわいちはﾞ

　　７０１-０１６１・岡山県岡山市北区川入・かわいり

　　７０１-１６０５・岡山県岡山市北区河原・かわはら

　　７００-００４７・岡山県岡山市北区関西町・かんぜいちよう

　　７００-０９３５・岡山県岡山市北区神田町・かんだちよう

　　７０３-８２０７・岡山県岡山市北区祇園・ぎおん

　　７００-０８０３・岡山県岡山市北区北方・きたがた

　　７００-０９６３・岡山県岡山市北区北長瀬・きたながせ

　　７００-０９６２・岡山県岡山市北区北長瀬表町・きたながせおもてまち

　　７００-０９６１・岡山県岡山市北区北長瀬本町・きたながせほんまち

　　７０１-１３４１・岡山県岡山市北区吉備津・きびつ

　　７００-０８３１・岡山県岡山市北区京橋町・きようはﾞしちよう

　　７００-０８３２・岡山県岡山市北区京橋南町・きようはﾞしみなみまち

　　７００-０８３８・岡山県岡山市北区京町・きようまち

　　７００-００１５・岡山県岡山市北区京山・きようやま

　　７０１-０１４４・岡山県岡山市北区久米・くめ

　　７００-０９８４・岡山県岡山市北区桑田町・くわだちよう
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　　７００-０９８５・岡山県岡山市北区厚生町・こうせいちよう

　　７００-０８６６・岡山県岡山市北区岡南町・こうなんちよう

　　７０１-１２０１・岡山県岡山市北区首部・こうべ

　　７０１-２１５２・岡山県岡山市北区高野尻・こうやじり

　　７０３-８２５７・岡山県岡山市北区後楽園・こうらくえん

　　７００-００２１・岡山県岡山市北区国体町・こくたいちよう

　　７０１-１６０４・岡山県岡山市北区苔山・こけやま

　　７００-００２５・岡山県岡山市北区寿町・ことぶきちよう

　　７０１-１３５２・岡山県岡山市北区小山・こやま

　　７００-０９０３・岡山県岡山市北区幸町・さいわいちよう

　　７０１-１２０５・岡山県岡山市北区佐山・さやま

　　７００-０９１４・岡山県岡山市北区鹿田町・しかたちよう

　　７００-０９１５・岡山県岡山市北区鹿田本町・しかたほんまち

　　７００-００３３・岡山県岡山市北区島田本町・しまだほんまち

　　７０１-１４６４・岡山県岡山市北区下足守・しもあしもり

　　７００-０９０７・岡山県岡山市北区下石井・しもいしい

　　７００-００５２・岡山県岡山市北区下伊福・しもいふく

　　７００-００５１・岡山県岡山市北区下伊福上町・しもいふくかみまち

　　７００-００５４・岡山県岡山市北区下伊福西町・しもいふくにしまち

　　７００-００５３・岡山県岡山市北区下伊福本町・しもいふくほんまち

　　７００-０８４６・岡山県岡山市北区下内田町・しもうちだちよう

　　７０１-１５２４・岡山県岡山市北区下高田・しもたかだ

　　７０１-１３５６・岡山県岡山市北区下土田・しもつちだ

　　７００-０９７３・岡山県岡山市北区下中野・しもなかの

　　７０１-２１４３・岡山県岡山市北区下牧・しもまき

　　７００-０００１・岡山県岡山市北区宿・しゆく

　　７００-０００２・岡山県岡山市北区宿本町・しゆくほんまち

　　７０１-１６０３・岡山県岡山市北区庄田・しようだ

　　７００-００３２・岡山県岡山市北区昭和町・しようわちよう

　　７０１-０１４３・岡山県岡山市北区白石・ しらいじ

　　７０１-０１４２・岡山県岡山市北区白石西新町・しらいしにししんまち

　　７０１-０１４１・岡山県岡山市北区白石東新町・しらいしひがししんまち

　　７０１-１３４５・岡山県岡山市北区新庄上・しんじようかみ

　　７０１-１３４４・岡山県岡山市北区新庄下・しんじようしも

　　７００-０８６３・岡山県岡山市北区新道・しんみち

　　７００-０９８６・岡山県岡山市北区新屋敷町・しんやしきちよう

　　７０１-１１４１・岡山県岡山市北区菅野・すがの

　　７０１-１５２２・岡山県岡山市北区杉谷・すぎたに

　　７００-０８６１・岡山県岡山市北区清輝橋・ せいきはﾞじ

　　７００-０８６２・岡山県岡山市北区清輝本町・せいきほんまち

　　７００-００２７・岡山県岡山市北区清心町・せいしんちよう

　　７００-０８４２・岡山県岡山市北区船頭町・せんどうちよう

　　７０１-１３４３・岡山県岡山市北区惣爪・そうつﾞめ

　　７００-００６２・岡山県岡山市北区大安寺中町・だいあんじなかまち

　　７００-００６１・岡山県岡山市北区大安寺西町・だいあんじにしまち

　　７００-００６３・岡山県岡山市北区大安寺東町・だいあんじひがしまち

　　７００-００６４・岡山県岡山市北区大安寺南町・だいあんじみなみまち

　　７００-０９０６・岡山県岡山市北区大学町・だいがくちよう

　　７００-０９１３・岡山県岡山市北区大供・だいく

　　７００-０９１２・岡山県岡山市北区大供表町・だいくおもてまち

　　７００-０９１１・岡山県岡山市北区大供本町・だいくほんまち

　　７０１-１３５４・岡山県岡山市北区高塚・たかつか

　　７０１-１１４２・岡山県岡山市北区高野・たかの

　　７０１-１３３５・岡山県岡山市北区高松・たかまつ

　　７０１-１３３１・岡山県岡山市北区高松稲荷・たかまついなり

　　７０１-１３５５・岡山県岡山市北区高松田中・たかまつたなか

　　７０１-１３３４・岡山県岡山市北区高松原古才・たかまつはらこさい

　　７００-００３５・岡山県岡山市北区高柳西町・たかやなぎにしまち

　　７００-００３４・岡山県岡山市北区高柳東町・たかやなぎひがしまち

　　７０９-３１３１・岡山県岡山市北区建部町市場・たけべちよういちはﾞ

　　７０９-３１２１・岡山県岡山市北区建部町大田・たけべちようおおだ

　　７０９-３１２４・岡山県岡山市北区建部町小倉・たけべちようおぐら

　　７０９-３１１２・岡山県岡山市北区建部町川口・たけべちようかわぐち

　　７０９-３１３４・岡山県岡山市北区建部町桜・たけべちようさくら

　　７０９-３１０５・岡山県岡山市北区建部町三明寺・たけべちようさんみようじ

　　７０９-３１４１・岡山県岡山市北区建部町品田・たけべちようしなだ

　　７０９-３１１３・岡山県岡山市北区建部町下神目・たけべちようしもこうめ

　　７０９-３１４２・岡山県岡山市北区建部町建部上・たけべちようたけべかみ

　　７０９-３１４５・岡山県岡山市北区建部町田地子・たけべちようたじこ

　　７０９-３１０１・岡山県岡山市北区建部町鶴田・たけべちようたつﾞた



　　７０９-３１０３・岡山県岡山市北区建部町角石畝・たけべちようついしうね

　　７０９-３１０４・岡山県岡山市北区建部町角石谷・たけべちようついしだに

　　７０９-３１４４・岡山県岡山市北区建部町富沢・たけべちようとみさわ

　　７０９-３１３２・岡山県岡山市北区建部町中田・たけべちようなかだ

　　７０９-３１３３・岡山県岡山市北区建部町西原・たけべちようにしはﾞら

　　７０９-３１２３・岡山県岡山市北区建部町土師方・たけべちようはじかた

　　７０９-３１１１・岡山県岡山市北区建部町福渡・たけべちようふくわたり

　　７０９-３１１４・岡山県岡山市北区建部町豊楽寺・たけべちようぶらくじ

　　７０９-３１４３・岡山県岡山市北区建部町宮地・たけべちようみやじ

　　７０９-３１２２・岡山県岡山市北区建部町吉田・たけべちようよしだ

　　７０９-３１０２・岡山県岡山市北区建部町和田南・たけべちようわだみなみ

　　７０１-１３３３・岡山県岡山市北区立田・たつた

　　７００-０９７６・岡山県岡山市北区辰巳・たつみ

　　７００-０９５１・岡山県岡山市北区田中・たなか

　　７００-００７１・岡山県岡山市北区谷万成・たにまんなり

　　７０１-１１３２・岡山県岡山市北区田原・たはﾞら

　　７０１-２１４２・岡山県岡山市北区玉柏・ たまがじ

　　７０１-１１５４・岡山県岡山市北区田益・たます

　　７００-０８２５・岡山県岡山市北区田町・たまち

　　７００-０８３６・岡山県岡山市北区中央町・ちゆうおうちよう

　　７００-００１４・岡山県岡山市北区津倉町・つくらちよう

　　７００-００８７・岡山県岡山市北区津島京町・つしまきようまち

　　７００-００８４・岡山県岡山市北区津島桑の木町・つしまくわのきちよう

　　７００-００８８・岡山県岡山市北区津島笹が瀬・つしまささがせ

　　７００-００８２・岡山県岡山市北区津島中・つしまなか

　　７００-００８３・岡山県岡山市北区津島新野・つしまにいの

　　７００-００８６・岡山県岡山市北区津島西坂・つしまにしざか

　　７００-００８１・岡山県岡山市北区津島東・ つしまひがじ

　　７００-００８０・岡山県岡山市北区津島福居・つしまふくい

　　７００-００８９・岡山県岡山市北区津島本町・つしまほんまち

　　７００-００８５・岡山県岡山市北区津島南・つしまみなみ

　　７０１-１１５２・岡山県岡山市北区津高・つだか

　　７０１-１１５１・岡山県岡山市北区津高台・つだかだい

　　７０１-１３４６・岡山県岡山市北区津寺・つでら

　　７００-０８１４・岡山県岡山市北区天神町・てんじんちよう

　　７００-０９７７・岡山県岡山市北区問屋町・といやちよう

　　７００-０８５５・岡山県岡山市北区十日市中町・とうかいちなかまち

　　７００-０８５６・岡山県岡山市北区十日市西町・とうかいちにしまち

　　７００-０８５４・岡山県岡山市北区十日市東町・とうかいちひがしまち

　　７００-０８２６・岡山県岡山市北区磨屋町・とぎやちよう

　　７００-０９３６・岡山県岡山市北区富田・とみた

　　７０１-１１５３・岡山県岡山市北区富原・とみはら

　　７００-００３１・岡山県岡山市北区富町・とみまち

　　７０１-１１３３・岡山県岡山市北区富吉・ とみよじ

　　７００-０８１６・岡山県岡山市北区富田町・とんだちよう

　　７００-０８０４・岡山県岡山市北区中井町・なかいちよう

　　７００-０８２１・岡山県岡山市北区中山下・なかさんげ

　　７００-０９８２・岡山県岡山市北区中島田町・なかしまだちよう

　　７００-０９６４・岡山県岡山市北区中仙道・なかせんどう

　　７０１-０１６３・岡山県岡山市北区中撫川・なかなつかわ

　　７０１-１２２４・岡山県岡山市北区長野・ながの

　　７０１-２１５５・岡山県岡山市北区中原・なかはら

　　７０１-２１４４・岡山県岡山市北区中牧・なかまき

　　７０１-０１６４・岡山県岡山市北区撫川・なつかわ

　　７００-０８５１・岡山県岡山市北区七日市西町・なのかいちにしまち

　　７００-０８５２・岡山県岡山市北区七日市東町・なのかいちひがしまち

　　７０１-１２０２・岡山県岡山市北区楢津・ならつﾞ

　　７００-０９５３・岡山県岡山市北区西市・にしいち

　　７０１-１２１３・岡山県岡山市北区西辛川・にしからかわ

　　７００-０９０２・岡山県岡山市北区錦町・にしきまち

　　７００-００５５・岡山県岡山市北区西崎・にしざき

　　７００-００５６・岡山県岡山市北区西崎本町・にしざきほんまち

　　７００-０９８１・岡山県岡山市北区西島田町・にししまだちよう

　　７００-０９６５・岡山県岡山市北区西長瀬・にしながせ

　　７００-０９１６・岡山県岡山市北区西之町・にしのちよう

　　７００-００６７・岡山県岡山市北区西野山町・にしのやまちよう

　　７０１-０１３６・岡山県岡山市北区西花尻・にしはなじり

　　７００-０９２７・岡山県岡山市北区西古松・にしふるまつ

　　７００-０９２６・岡山県岡山市北区西古松西町・にしふるまつにしまち

　　７０１-１６１２・岡山県岡山市北区西山内・にしやまのうち



　　７０１-１１３１・岡山県岡山市北区日応寺・にちおうじ

　　７０１-０１５３・岡山県岡山市北区庭瀬・にわせ

　　７０１-０１６２・岡山県岡山市北区納所・のうそ

　　７００-０９７１・岡山県岡山市北区野田・のだ

　　７００-０８１５・岡山県岡山市北区野田屋町・のだやちよう

　　７００-００６６・岡山県岡山市北区野殿西町・のどのにしまち

　　７００-００６５・岡山県岡山市北区野殿東町・のどのひがしまち

　　７０１-０１５２・岡山県岡山市北区延友・のぶとも

　　７０１-１２２１・岡山県岡山市北区芳賀・はが

　　７０１-２１５３・岡山県岡山市北区畑鮎・はたあゆ

　　７０１-０１３４・岡山県岡山市北区花尻・はなじり

　　７０１-０１３３・岡山県岡山市北区花尻あかね町・はなじりあかねまち

　　７０１-０１３２・岡山県岡山市北区花尻ききょう町・はなじりききようまち

　　７０１-０１３１・岡山県岡山市北区花尻みどり町・はなじりみどりまち

　　７０１-２１５４・岡山県岡山市北区原・はら

　　７００-０８１８・岡山県岡山市北区蕃山町・はﾞんざんちよう

　　７００-０００３・岡山県岡山市北区半田町・はんだちよう

　　７００-０８１１・岡山県岡山市北区番町・はﾞんちよう

　　７００-０９８３・岡山県岡山市北区東島田町・ひがししまだちよう

　　７００-０８３５・岡山県岡山市北区東中央町・ひがしちゆうおうちよう

　　７００-００６８・岡山県岡山市北区東野山町・ひがしのやまちよう

　　７０１-０１３５・岡山県岡山市北区東花尻・ひがしはなじり

　　７００-０９２１・岡山県岡山市北区東古松・ひがしふるまつ

　　７００-０９２２・岡山県岡山市北区東古松南町・ひがしふるまつみなみまち

　　７０１-１６１１・岡山県岡山市北区東山内・ひがしやまのうち

　　７０１-１５２１・岡山県岡山市北区日近・ひじかい

　　７００-０９６６・岡山県岡山市北区日吉町・ひよしちよう

　　７００-０９５２・岡山県岡山市北区平田・ひらた

　　７０１-０１５１・岡山県岡山市北区平野・ひらの

　　７０１-１３３２・岡山県岡山市北区平山・ひらやま

　　７００-０８０６・岡山県岡山市北区広瀬町・ひろせちよう

　　７０１-１３５７・岡山県岡山市北区福崎・ふくざき

　　７０１-１２２５・岡山県岡山市北区福谷・ふくたに

　　７００-０８４３・岡山県岡山市北区二日市町・ふつかいちまち

　　７００-０８４１・岡山県岡山市北区舟橋町・ふなはﾞしちよう

　　７００-０８０５・岡山県岡山市北区兵団・へいだん

　　７００-０８２７・岡山県岡山市北区平和町・へいわちよう

　　７００-０００４・岡山県岡山市北区法界院・ほうかいいん

　　７００-００２６・岡山県岡山市北区奉還町・ほうかんちよう

　　７００-０９０１・岡山県岡山市北区本町・ほんまち

　　７０１-１６１３・岡山県岡山市北区間倉・まぐら

　　７０１-１２２２・岡山県岡山市北区松尾・まつお

　　７０１-１６０２・岡山県岡山市北区真星・ まなほﾞじ

　　７００-０８２３・岡山県岡山市北区丸の内・まるのうち

　　７００-００７３・岡山県岡山市北区万成西町・まんなりにしまち

　　７００-００７２・岡山県岡山市北区万成東町・まんなりひがしまち

　　７００-００４３・岡山県岡山市北区三門中町・みかどなかまち

　　７００-００４４・岡山県岡山市北区三門西町・みかどにしまち

　　７００-００４２・岡山県岡山市北区三門東町・みかどひがしまち

　　７０９-２１０１・岡山県岡山市北区御津石上・みついしかみ

　　７０９-２１０５・岡山県岡山市北区御津伊田・みついた

　　７０９-２１２５・岡山県岡山市北区御津宇甘・みつうかい

　　７０９-２１２１・岡山県岡山市北区御津宇垣・みつうがき

　　７０９-２１３１・岡山県岡山市北区御津鹿瀬・みつかせ

　　７０９-２１２６・岡山県岡山市北区御津勝尾・みつかつお

　　７０９-２１３３・岡山県岡山市北区御津金川・みつかながわ

　　７０９-２１１１・岡山県岡山市北区御津川高・みつかわたか

　　７０９-２１１５・岡山県岡山市北区御津北野・みつきたの

　　７０９-２１３２・岡山県岡山市北区御津草生・みつくそう

　　７０９-２１１２・岡山県岡山市北区御津国ケ原・みつくにがはら

　　７０９-２１２３・岡山県岡山市北区御津河内・みつこうち

　　７０９-２１３７・岡山県岡山市北区御津虎倉・みつこぐら

　　７０９-２１３６・岡山県岡山市北区御津紙工・みつしとり

　　７０９-２１３４・岡山県岡山市北区御津下田・みつしもだ

　　７０９-２１０６・岡山県岡山市北区御津新庄・みつしんじよう

　　７０９-２１２４・岡山県岡山市北区御津高津・みつたかつﾞ

　　７０９-２１３５・岡山県岡山市北区御津中泉・みつなかいずみ

　　７０９-２１０２・岡山県岡山市北区御津中畑・みつなかはた

　　７０９-２１１４・岡山県岡山市北区御津中牧・みつなかまき

　　７０９-２１１６・岡山県岡山市北区御津中山・みつなかやま



　　７０９-２１１７・岡山県岡山市北区御津野々口・みつののくち

　　７０９-２１０４・岡山県岡山市北区御津平岡西・ みつひらおかにじ

　　７０９-２１０３・岡山県岡山市北区御津矢知・みつやち

　　７０９-２１０７・岡山県岡山市北区御津矢原・みつやはﾞら

　　７０９-２１２２・岡山県岡山市北区御津吉尾・みつよしお

　　７０９-２１１３・岡山県岡山市北区御津芳谷・みつよしたに

　　７０１-１３５３・岡山県岡山市北区三手・みて

　　７０１-１１３４・岡山県岡山市北区三和・みと

　　７００-０８０７・岡山県岡山市北区南方・みなみがた

　　７００-０８３７・岡山県岡山市北区南中央町・みなみちゆうおうちよう

　　７００-０８０２・岡山県岡山市北区三野・みの

　　７００-０８０１・岡山県岡山市北区三野本町・みのほんまち

　　７０１-２１４１・岡山県岡山市北区牟佐・むさ

　　７０１-１３５１・岡山県岡山市北区門前・もんぜん

　　７００-００７６・岡山県岡山市北区矢坂西町・やさかにしまち

　　７００-００７４・岡山県岡山市北区矢坂東町・やさかひがしまち

　　７００-００７５・岡山県岡山市北区矢坂本町・やさかほんまち

　　７００-０９０４・岡山県岡山市北区柳町・やなぎまち

　　７００-０８４７・岡山県岡山市北区山科町・やましなちよう

　　７００-０８０８・岡山県岡山市北区大和町・やまとまち

　　７０１-１５２６・岡山県岡山市北区山上・やまのうえ

　　７００-０８１７・岡山県岡山市北区弓之町・ゆみのちよう

　　７０１-１１４５・岡山県岡山市北区横井上・よこいかみ

　　７０１-１２２６・岡山県岡山市北区横尾・よこお

　　７０１-１５２３・岡山県岡山市北区吉・ よじ

　　７０１-１１４３・岡山県岡山市北区吉宗・よしむね

　　７００-０００５・岡山県岡山市北区理大町・りだいちよう

　　７０１-１３３７・岡山県岡山市北区和井元・わいもと

　　７００-００００・岡山県岡山市中区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７０３-８２８８・岡山県岡山市中区赤坂本町・あかさかほんまち

　　７０３-８２８３・岡山県岡山市中区赤坂南新町・あかさかみなみしんまち

　　７０３-８２８７・岡山県岡山市中区赤坂台・あかさかだい

　　７０３-８２３１・岡山県岡山市中区赤田・あこだ

　　７０３-８２８４・岡山県岡山市中区網浜・あみのはま

　　７０３-８２０８・岡山県岡山市中区今在家・いまざいけ

　　７０３-８２２６・岡山県岡山市中区今谷・いまだに

　　７０２-８００５・岡山県岡山市中区江崎・えざき

　　７０２-８００４・岡山県岡山市中区江並・えなみ

　　７０２-８００１・岡山県岡山市中区沖元・おきもと

　　７０３-８２７２・岡山県岡山市中区奥市・おくいち

　　７０３-８２２８・岡山県岡山市中区乙多見・おたみ

　　７０３-８２７７・岡山県岡山市中区御成町・おなりちよう

　　７０３-８２０４・岡山県岡山市中区雄町・おまち

　　７０３-８２７３・岡山県岡山市中区門田文化町・かどたぶんかまち

　　７０３-８２７４・岡山県岡山市中区門田本町・かどたほんまち

　　７０３-８２７５・岡山県岡山市中区門田屋敷・かどたやしき

　　７０３-８２７６・岡山県岡山市中区門田屋敷本町・かどたやしきほんまち

　　７０３-８２２７・岡山県岡山市中区兼基・かねもと

　　７０３-８２０７・岡山県岡山市中区祇園・ぎおん

　　７０３-８２８６・岡山県岡山市中区旭東町・きよくとうちよう

　　７０３-８２３６・岡山県岡山市中区国富・くにとみ

　　７０３-８２６５・岡山県岡山市中区倉田・くらた

　　７０３-８２６４・岡山県岡山市中区倉富・くらとみ

　　７０３-８２６３・岡山県岡山市中区倉益・くらます

　　７０２-８００２・岡山県岡山市中区桑野・くわの

　　７０３-８２２５・岡山県岡山市中区神下・こうした

　　７０３-８２０３・岡山県岡山市中区国府市場・こくふいちはﾞ

　　７０３-８２９３・岡山県岡山市中区小橋町・こはﾞしちよう

　　７０３-８２４８・岡山県岡山市中区さい・さい

　　７０３-８２４７・岡山県岡山市中区さい東町・さいひがしまち

　　７０３-８２９６・岡山県岡山市中区さくら住座・さくらじゆうざ

　　７０３-８２８５・岡山県岡山市中区桜橋・ さくらはﾞじ

　　７０３-８２３４・岡山県岡山市中区沢田・さわだ

　　７０３-８２０１・岡山県岡山市中区四御神・しのごぜ

　　７０３-８２４３・岡山県岡山市中区清水・しみず

　　７０３-８２２２・岡山県岡山市中区下・しも

　　７０３-８２０６・岡山県岡山市中区賞田・しようだ

　　７０３-８２９４・岡山県岡山市中区新京橋・ しんきようはﾞじ

　　７０２-８００３・岡山県岡山市中区新築港・しんちつこう

　　７０３-８２３８・岡山県岡山市中区住吉町・すみよしちよう



　　７０３-８２３２・岡山県岡山市中区関・せき

　　７０３-８２４２・岡山県岡山市中区高島・たかしま

　　７０３-８２４１・岡山県岡山市中区高島新屋敷・たかしましんやしき

　　７０３-８２３３・岡山県岡山市中区高屋・たかや

　　７０３-８２５１・岡山県岡山市中区竹田・たけだ

　　７０３-８２９２・岡山県岡山市中区中納言町・ちゆうなごんちよう

　　７０３-８２１７・岡山県岡山市中区土田・つちだ

　　７０３-８２９１・岡山県岡山市中区徳吉町・とくよしちよう

　　７０３-８２０５・岡山県岡山市中区中井・なかい

　　７０３-８２２１・岡山県岡山市中区長岡・ながおか

　　７０３-８２５２・岡山県岡山市中区中島・なかしま

　　７０３-８２２３・岡山県岡山市中区長利・ ながとじ

　　７０３-８２５８・岡山県岡山市中区西川原・にしがわら

　　７０３-８２９８・岡山県岡山市中区西中島町・にしなかじまちよう

　　７０３-８２５６・岡山県岡山市中区浜・はま

　　７０３-８２３５・岡山県岡山市中区原尾島・はらおしま

　　７０３-８２５５・岡山県岡山市中区東川原・ひがしがわら

　　７０３-８２９７・岡山県岡山市中区東中島町・ひがしなかじまちよう

　　７０３-８２８１・岡山県岡山市中区東山・ひがしやま

　　７０３-８２８２・岡山県岡山市中区平井・ひらい

　　７０３-８２６２・岡山県岡山市中区福泊・ふくどまり

　　７０２-８００６・岡山県岡山市中区藤崎・ふじさき

　　７０３-８２４５・岡山県岡山市中区藤原・ふじわら

　　７０３-８２４４・岡山県岡山市中区藤原西町・ふじわらにしまち

　　７０３-８２４６・岡山県岡山市中区藤原光町・ふじわらひかりまち

　　７０３-８２７８・岡山県岡山市中区古京町・ふるぎようちよう

　　７０３-８２７１・岡山県岡山市中区円山・まるやま

　　７０３-８２６６・岡山県岡山市中区湊・みなと

　　７０３-８２９５・岡山県岡山市中区御幸町・みゆきちよう

　　７０３-８２６１・岡山県岡山市中区海吉・ みよじ

　　７０３-８２３７・岡山県岡山市中区森下町・もりしたちよう

　　７０３-８２５４・岡山県岡山市中区八幡・やはた

　　７０３-８２５３・岡山県岡山市中区八幡東町・やはたひがしまち

　　７０３-８２６７・岡山県岡山市中区山崎・やまさき

　　７０３-８２０２・岡山県岡山市中区湯迫・ゆはﾞ

　　７０３-８２２４・岡山県岡山市中区米田・よねだ

　　７００-００００・岡山県岡山市東区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７０９-０６０５・岡山県岡山市東区浅川・あさかわ

　　７０４-８１８１・岡山県岡山市東区浅越・あさごえ

　　７０４-８１５３・岡山県岡山市東区犬島・いぬじま

　　７０９-０６１２・岡山県岡山市東区内ケ原・うちがはら

　　７０９-０６０７・岡山県岡山市東区浦間・うらま

　　７０４-８１７２・岡山県岡山市東区大多羅町・おおだらちよう

　　７０４-８１３２・岡山県岡山市東区邑久郷・おくのごう

　　７０４-８１３７・岡山県岡山市東区乙子・おとご

　　７０４-８１７３・岡山県岡山市東区可知・かち

　　７０４-８１９３・岡山県岡山市東区金岡西町・かなおかにしまち

　　７０４-８１９４・岡山県岡山市東区金岡東町・かなおかひがしまち

　　７０４-８１９６・岡山県岡山市東区金田・かなだ

　　７０４-８１４２・岡山県岡山市東区上阿知・かみあち

　　７０４-８１３８・岡山県岡山市東区神崎町・かんざきちよう

　　７０４-８１３４・岡山県岡山市東区北幸田・きたこうだ

　　７０４-８１６６・岡山県岡山市東区君津・きみつ

　　７０４-８１５４・岡山県岡山市東区久々井・くぐい

　　７０９-０６３５・岡山県岡山市東区草ケ部・くさかべ

　　７０４-８１６１・岡山県岡山市東区九蟠・くはﾞん

　　７０４-８１０２・岡山県岡山市東区久保・くほﾞ

　　７０３-８２１４・岡山県岡山市東区鉄・くろがね

　　７０４-８１４９・岡山県岡山市東区幸地崎町・こうちざきちよう

　　７０４-８１６４・岡山県岡山市東区光津・こうつ

　　７０４-８１０３・岡山県岡山市東区河本町・こうもとちよう

　　７０３-８２１２・岡山県岡山市東区古都宿・こずしゆく

　　７０３-８２１５・岡山県岡山市東区古都南方・こずみなみがた

　　７０９-０６１５・岡山県岡山市東区才崎・さいざき

　　７０４-８１１３・岡山県岡山市東区西大寺・さいだいじ

　　７０４-８１２１・岡山県岡山市東区西大寺射越・ さいだいじいこじ

　　７０４-８１４４・岡山県岡山市東区西大寺一宮・さいだいじいちのみや

　　７０４-８１９５・岡山県岡山市東区西大寺金岡・さいだいじかなおか

　　７０４-８１１２・岡山県岡山市東区西大寺上・さいだいじかみ

　　７０４-８１２５・岡山県岡山市東区西大寺川口・さいだいじかわぐち



　　７０４-８１１１・岡山県岡山市東区西大寺北・さいだいじきた

　　７０４-８１２４・岡山県岡山市東区西大寺五明・さいだいじごみよう

　　７０４-８１２７・岡山県岡山市東区西大寺新・さいだいじしん

　　７０４-８１２２・岡山県岡山市東区西大寺新地・さいだいじしんち

　　７０４-８１１６・岡山県岡山市東区西大寺中・さいだいじなか

　　７０４-８１９１・岡山県岡山市東区西大寺中野・さいだいじなかの

　　７０４-８１９２・岡山県岡山市東区西大寺中野本町・さいだいじなかのほんまち

　　７０４-８１２６・岡山県岡山市東区西大寺浜・さいだいじはま

　　７０４-８１１４・岡山県岡山市東区西大寺東・ さいだいじひがじ

　　７０４-８１８３・岡山県岡山市東区西大寺松崎・さいだいじまつざき

　　７０４-８１１７・岡山県岡山市東区西大寺南・さいだいじみなみ

　　７０４-８１２３・岡山県岡山市東区西大寺門前・さいだいじもんぜん

　　７０４-８１０１・岡山県岡山市東区西隆寺・さいりゆうじ

　　７０３-８２１６・岡山県岡山市東区宍甘・しじかい

　　７０４-８１４１・岡山県岡山市東区下阿知・しもあち

　　７０４-８１３３・岡山県岡山市東区宿毛・しゆくも

　　７０９-０６２５・岡山県岡山市東区上道北方・じようとうきたがた

　　７０９-０６２４・岡山県岡山市東区城東台西・ じようとうだいにじ

　　７０９-０６２２・岡山県岡山市東区城東台東・ じようとうだいひがじ

　　７０９-０６２３・岡山県岡山市東区城東台南・じようとうだいみなみ

　　７０４-８１４８・岡山県岡山市東区水門町・すいもんちよう

　　７０９-０６３４・岡山県岡山市東区砂場・すなはﾞ

　　７０９-０６０３・岡山県岡山市東区西祖・せいそ

　　７０９-０８５３・岡山県岡山市東区瀬戸町旭ヶ丘・せとちようあさひがおか

　　７０９-０８５４・岡山県岡山市東区瀬戸町江尻・せとちようえじり

　　７０９-０８５１・岡山県岡山市東区瀬戸町大内・せとちようおおち

　　７０９-０８５５・岡山県岡山市東区瀬戸町沖・せとちようおき

　　７０９-０８４５・岡山県岡山市東区瀬戸町鍛冶屋・せとちようかじや

　　７０９-０８５２・岡山県岡山市東区瀬戸町肩脊・せとちようかたせ

　　７０９-０８６３・岡山県岡山市東区瀬戸町観音寺・せとちようかんおんじ

　　７０９-０８６５・岡山県岡山市東区瀬戸町菊山・せとちようきくやま

　　７０９-０８７６・岡山県岡山市東区瀬戸町光明谷・せとちようこうみようたに

　　７０９-０８７３・岡山県岡山市東区瀬戸町坂根・せとちようさかね

　　７０９-０８６２・岡山県岡山市東区瀬戸町笹岡・せとちようささおか

　　７０９-０８７１・岡山県岡山市東区瀬戸町塩納・せとちようしおのう

　　７０９-０８５６・岡山県岡山市東区瀬戸町下・せとちようしも

　　７０９-０８６４・岡山県岡山市東区瀬戸町宿奥・せとちようしゆくおく

　　７０９-０８６１・岡山県岡山市東区瀬戸町瀬戸・せとちようせと

　　７０９-０８７２・岡山県岡山市東区瀬戸町宗堂・せとちようそうどう

　　７０９-０８４６・岡山県岡山市東区瀬戸町大井・せとちようだいい

　　７０９-０８７５・岡山県岡山市東区瀬戸町寺地・せとちようてらじ

　　７０９-０８４２・岡山県岡山市東区瀬戸町二日市・せとちようふつかいち

　　７０９-０８４１・岡山県岡山市東区瀬戸町万富・せとちようまんとみ

　　７０９-０８４４・岡山県岡山市東区瀬戸町南方・せとちようみなみがた

　　７０９-０８７４・岡山県岡山市東区瀬戸町森末・せとちようもりすえ

　　７０９-０８４３・岡山県岡山市東区瀬戸町弓削・せとちようゆげ

　　７０４-８１４３・岡山県岡山市東区千手・せんじゆ

　　７０９-０６１４・岡山県岡山市東区竹原・たけわら

　　７０９-０６３６・岡山県岡山市東区谷尻・たにしり

　　７０９-０６０４・岡山県岡山市東区寺山・てらやま

　　７０４-８１０４・岡山県岡山市東区富崎・とみさき

　　７０４-８１６２・岡山県岡山市東区豊田・とよた

　　７０９-０６２６・岡山県岡山市東区中尾・なかお

　　７０４-８１７６・岡山県岡山市東区中川町・なかがわちよう

　　７０４-８１３１・岡山県岡山市東区長沼・ながぬま

　　７０９-０６１１・岡山県岡山市東区楢原・ならはﾞら

　　７０４-８１５５・岡山県岡山市東区西片岡・にしかたおか

　　７０４-８１３６・岡山県岡山市東区西幸西・にしこうざい

　　７０４-８１０６・岡山県岡山市東区西庄・にししよう

　　７０９-０６３３・岡山県岡山市東区西平島・にしひらじま

　　７０９-０６２１・岡山県岡山市東区沼・ぬま

　　７０４-８１５１・岡山県岡山市東区東片岡・ひがしかたおか

　　７０４-８１３５・岡山県岡山市東区東幸西・ひがしこうざい

　　７０４-８１４５・岡山県岡山市東区東幸崎・ひがしこうざき

　　７０９-０６３１・岡山県岡山市東区東平島・ひがしひらじま

　　７０９-０６０２・岡山県岡山市東区一日市・ひといち

　　７０４-８１８２・岡山県岡山市東区広谷・ひろたに

　　７０４-８１０７・岡山県岡山市東区福治・ふくじ

　　７０３-８２１３・岡山県岡山市東区藤井・ふじい

　　７０４-８１８４・岡山県岡山市東区富士見町・ふじみちよう



　　７０４-８１５２・岡山県岡山市東区宝伝・ほうでん

　　７０４-８１４７・岡山県岡山市東区正儀・まさき

　　７０４-８１６５・岡山県岡山市東区政津・まさつ

　　７０４-８１６３・岡山県岡山市東区升田・ますだ

　　７０４-８１７５・岡山県岡山市東区益野町・ますのちよう

　　７０４-８１７４・岡山県岡山市東区松新町・まつしんちよう

　　７０９-０６３２・岡山県岡山市東区南古都・みなみこず

　　７０４-８１４６・岡山県岡山市東区南水門町・みなみすいもんちよう

　　７０４-８１１５・岡山県岡山市東区向州・むこうす

　　７０４-８１７１・岡山県岡山市東区目黒町・めぐろちよう

　　７０９-０６１３・岡山県岡山市東区百枝月・ももえつﾞき

　　７０９-０６０６・岡山県岡山市東区矢井・やい

　　７０３-８２１１・岡山県岡山市東区矢津・やつﾞ

　　７０９-０６０１・岡山県岡山市東区吉井・よしい

　　７０４-８１０５・岡山県岡山市東区吉原・よしわら

　　７００-００００・岡山県岡山市南区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７００-０９４１・岡山県岡山市南区青江・あおえ

　　７０２-８０１３・岡山県岡山市南区飽浦・あくら

　　７０２-８０５７・岡山県岡山市南区あけぼの町・あけほﾞのちよう

　　７０２-８０１５・岡山県岡山市南区阿津・あつ

　　７００-０９４４・岡山県岡山市南区泉田・いずみだ

　　７１０-０１５１・岡山県岡山市南区植松・うえまつ

　　７０１-０２１２・岡山県岡山市南区内尾・うちお

　　７０２-８０２５・岡山県岡山市南区浦安西町・うらやすにしまち

　　７０２-８０２６・岡山県岡山市南区浦安本町・うらやすほんまち

　　７０２-８０２４・岡山県岡山市南区浦安南町・うらやすみなみまち

　　７０１-０２０４・岡山県岡山市南区大福・おおふく

　　７０９-１２１２・岡山県岡山市南区奥迫川・おくはざかわ

　　７０２-８０４５・岡山県岡山市南区海岸通・かいがんどおり

　　７０９-１２１５・岡山県岡山市南区片岡・かたおか

　　７０９-１２１４・岡山県岡山市南区川張・かわはり

　　７０２-８０１２・岡山県岡山市南区北浦・きたうら

　　７０９-１２０１・岡山県岡山市南区北七区・きたななく

　　７０２-８０１１・岡山県岡山市南区郡・こおり

　　７０２-８０１６・岡山県岡山市南区小串・ こぐじ

　　７０１-０２０３・岡山県岡山市南区古新田・こしんでん

　　７０２-８０５２・岡山県岡山市南区市場・しじよう

　　７００-０９７３・岡山県岡山市南区下中野・しもなかの

　　７００-０９４３・岡山県岡山市南区新福・しんふﾟく

　　７００-０９４５・岡山県岡山市南区新保・しんほﾞう

　　７０２-８０４２・岡山県岡山市南区洲崎・すざき

　　７０１-０２０５・岡山県岡山市南区妹尾・せのお

　　７０１-０２０１・岡山県岡山市南区妹尾崎・せのおざき

　　７０９-１２１６・岡山県岡山市南区宗津・そうつﾞ

　　７０１-０２１４・岡山県岡山市南区曽根・そね

　　７０２-８０４６・岡山県岡山市南区立川町・たちかわちよう

　　７０２-８０５３・岡山県岡山市南区築港栄町・ちつこうさかえまち

　　７０２-８０５６・岡山県岡山市南区築港新町・ちつこうしんまち

　　７０２-８０５４・岡山県岡山市南区築港ひかり町・ちつこうひかりまち

　　７０２-８０５５・岡山県岡山市南区築港緑町・ちつこうみどりまち

　　７０２-８０５１・岡山県岡山市南区築港元町・ちつこうもとまち

　　７０２-８０３７・岡山県岡山市南区千鳥町・ちどりちよう

　　７００-０９５６・岡山県岡山市南区当新田・とうしんでん

　　７０２-８０４１・岡山県岡山市南区富浜町・とみはまちよう

　　７００-０９４２・岡山県岡山市南区豊成・とよなり

　　７００-０８５３・岡山県岡山市南区豊浜町・とよはまちよう

　　７０１-０２１３・岡山県岡山市南区中畦・なかうね

　　７０２-８０５８・岡山県岡山市南区並木町・なみきちよう

　　７０２-８０２３・岡山県岡山市南区南輝・なんき

　　７００-０９５３・岡山県岡山市南区西市・にしいち

　　７０１-０２１５・岡山県岡山市南区西畦・にしうね

　　７０９-１２０３・岡山県岡山市南区西紅陽台・にしこうようだい

　　７０９-１２０４・岡山県岡山市南区西高崎・にしたかさき

　　７０９-１２０２・岡山県岡山市南区西七区・にしななく

　　７０９-１２１１・岡山県岡山市南区迫川・はざかわ

　　７００-０８４５・岡山県岡山市南区浜野・はまの

　　７０１-０２１１・岡山県岡山市南区東畦・ひがしうね

　　７０９-１２１３・岡山県岡山市南区彦崎・ひこさき

　　７０２-８０４３・岡山県岡山市南区平福・ひらふく

　　７０２-８０４４・岡山県岡山市南区福島・ふくしま



　　７０２-８０２１・岡山県岡山市南区福田・ふくだ

　　７０２-８０３２・岡山県岡山市南区福富中・ふくとみなか

　　７０２-８０３１・岡山県岡山市南区福富西・ ふくとみにじ

　　７０２-８０３３・岡山県岡山市南区福富東・ ふくとみひがじ

　　７０２-８０２２・岡山県岡山市南区福成・ふくなり

　　７０２-８０３５・岡山県岡山市南区福浜町・ふくはまちよう

　　７０２-８０３４・岡山県岡山市南区福浜西町・ふくはまにしまち

　　７０２-８０４８・岡山県岡山市南区福吉町・ふくよしちよう

　　７０１-０２２１・岡山県岡山市南区藤田・ふじた

　　７０２-８０２７・岡山県岡山市南区芳泉・ほうせん

　　７０２-８０３８・岡山県岡山市南区松浜町・まつはまちよう

　　７００-０９５５・岡山県岡山市南区万倍・まんはﾞい

　　７０１-０２０６・岡山県岡山市南区箕島・みしま

　　７０２-８０３６・岡山県岡山市南区三浜町・みはまちよう

　　７０２-８０１４・岡山県岡山市南区宮浦・みやうら

　　７０１-０２０２・岡山県岡山市南区山田・やまだ

　　７００-０９５４・岡山県岡山市南区米倉・よねぐら

　　７０２-８０４７・岡山県岡山市南区若葉町・わかはﾞちよう

　　７１０-００００・岡山県倉敷市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７１０-００６４・岡山県倉敷市青江・あおえ

　　７１０-０００７・岡山県倉敷市浅原・あさはﾞら

　　７１０-００５５・岡山県倉敷市阿知・あち

　　７１０-０１３１・岡山県倉敷市天城台・あまきだい

　　７１０-００３１・岡山県倉敷市有城・あるき

　　７１０-０００２・岡山県倉敷市生坂・いくさか

　　７１０-００４１・岡山県倉敷市五日市・いつかいち

　　７１０-０８２２・岡山県倉敷市稲荷町・いなりまち

　　７１０-０８１４・岡山県倉敷市石見町・いわみちよう

　　７１２-８０５４・岡山県倉敷市潮通・うしおどおり

　　７１０-０８４３・岡山県倉敷市浦田・うらだ

　　７１０-０８２６・岡山県倉敷市老松町・おいまつちよう

　　７１０-０８１７・岡山県倉敷市大内・おおうち

　　７１０-００４７・岡山県倉敷市大島・おおじま

　　７１１-０９２４・岡山県倉敷市大畠・おおはﾞたけ

　　７１０-０８３６・岡山県倉敷市沖・おき

　　７１０-０８３７・岡山県倉敷市沖新町・おきしんまち

　　７１０-０１４４・岡山県倉敷市尾原・おはﾞら

　　７１０-００２３・岡山県倉敷市帯高・おびたか

　　７１０-００２６・岡山県倉敷市加須山・かすやま

　　７１０-０８０５・岡山県倉敷市片島町・かたしまちよう

　　７１０-０８４６・岡山県倉敷市上富井・かみとみい

　　７１２-８０１３・岡山県倉敷市亀島・かめじま

　　７１０-００２４・岡山県倉敷市亀山・かめやま

　　７１０-０８１１・岡山県倉敷市川入・かわいり

　　７１０-０８２１・岡山県倉敷市川西町・かわにしまち

　　７１２-８０６１・岡山県倉敷市神田・かんだ

　　７１２-８０３２・岡山県倉敷市北畝・きたせ

　　７１０-０８１２・岡山県倉敷市北浜町・きたはまちよう

　　７１０-０１４３・岡山県倉敷市木見・きみ

　　７１０-０１４１・岡山県倉敷市串田・くしだ

　　７１０-００２５・岡山県倉敷市倉敷ハイツ・くらしきはいつ

　　７０１-０１１３・岡山県倉敷市栗坂・くりさか

　　７１０-００３５・岡山県倉敷市黒石・ くろいじ

　　７１０-００１４・岡山県倉敷市黒崎・くろさき

　　７１１-０９３１・岡山県倉敷市児島赤崎・こじまあかさき

　　７１１-０９１３・岡山県倉敷市児島味野・こじまあじの

　　７１１-０９１７・岡山県倉敷市児島味野上・こじまあじのかみ

　　７１１-０９１６・岡山県倉敷市児島味野城山・こじまあじのしろやま

　　７１１-０９１４・岡山県倉敷市児島味野城・こじまあじのじよう

　　７１１-０９１５・岡山県倉敷市児島味野山田町・こじまあじのやまだちよう

　　７１１-０９２３・岡山県倉敷市児島阿津・こじまあつ

　　７１１-０９３５・岡山県倉敷市児島宇野津・こじまうのつ

　　７１１-０９２１・岡山県倉敷市児島駅前・こじまえきまえ

　　７１１-０９１１・岡山県倉敷市児島小川・こじまおがわ

　　７１１-０９１２・岡山県倉敷市児島小川町・こじまおがわちよう

　　７１１-０９０７・岡山県倉敷市児島上の町・こじまかみのちよう

　　７１１-０９０６・岡山県倉敷市児島下の町・こじましものちよう

　　７１１-０９３３・岡山県倉敷市児島通生・こじまかよう

　　７１１-０９０４・岡山県倉敷市児島唐琴・こじまからこと

　　７１１-０９０５・岡山県倉敷市児島唐琴町・こじまからことちよう



　　７１１-０９３４・岡山県倉敷市児島塩生・こじましおなす

　　７１１-０９０２・岡山県倉敷市児島白尾・こじましろお

　　７１１-０９０３・岡山県倉敷市児島田の口・こじまたのくち

　　７１１-０９３７・岡山県倉敷市児島稗田町・こじまひえだちよう

　　７１１-０９２２・岡山県倉敷市児島元浜町・こじまもとはまちよう

　　７１１-０９３６・岡山県倉敷市児島柳田町・こじまやないだちよう

　　７１１-０９０１・岡山県倉敷市児島由加・こじまゆが

　　７１０-０８１３・岡山県倉敷市寿町・ことぶきちよう

　　７１１-０９３２・岡山県倉敷市菰池・こもいけ

　　７１０-００５１・岡山県倉敷市幸町・さいわいちよう

　　７１０-０８０１・岡山県倉敷市酒津・さかつﾞ

　　７１０-０８３４・岡山県倉敷市笹沖・ささおき

　　７１０-０８３５・岡山県倉敷市四十瀬・しじゆうせ

　　７０１-０１１２・岡山県倉敷市下庄・しもしよう

　　７１１-０９２７・岡山県倉敷市下津井・しもつい

　　７１１-０９２５・岡山県倉敷市下津井田之浦・しもついたのうら

　　７１１-０９２６・岡山県倉敷市下津井吹上・しもついふきあげ

　　７０１-０１０２・岡山県倉敷市庄新町・しようしんまち

　　７０１-０１１１・岡山県倉敷市上東・じようとう

　　７１０-００５７・岡山県倉敷市昭和・しようわ

　　７１０-０２５３・岡山県倉敷市新倉敷駅前・しんくらしきえきまえ

　　７１０-００３８・岡山県倉敷市新田・しんでん

　　７１０-０００６・岡山県倉敷市祐安・すけやす

　　７１０-０１４６・岡山県倉敷市曽原・そはﾞら

　　７１０-００２１・岡山県倉敷市高須賀・たかすか

　　７１０-０８３１・岡山県倉敷市田ノ上・たのうえ

　　７１０-０８３２・岡山県倉敷市田ノ上新町・たのうえしんまち

　　７１３-８１０２・岡山県倉敷市玉島・たましま

　　７１３-８１２１・岡山県倉敷市玉島阿賀崎・たましまあがさき

　　７１３-８１０１・岡山県倉敷市玉島上成・たましまうわなり

　　７１３-８１０３・岡山県倉敷市玉島乙島・たましまおとしま

　　７１３-８１２３・岡山県倉敷市玉島柏島・たましまかしわじま

　　７１３-８１２４・岡山県倉敷市玉島柏台・たましまかしわだい

　　７１３-８１２６・岡山県倉敷市玉島黒崎・たましまくろさき

　　７１３-８１２７・岡山県倉敷市玉島黒崎新町・たましまくろさきしんまち

　　７１３-８１１２・岡山県倉敷市玉島陶・たましますえ

　　７１３-８１２２・岡山県倉敷市玉島中央町・たましまちゆうおうちよう

　　７１０-０２５２・岡山県倉敷市玉島爪崎・たましまつまさき

　　７１３-８１１６・岡山県倉敷市玉島富・たましまとみ

　　７１０-０２５１・岡山県倉敷市玉島長尾・たましまながお

　　７１３-８１１１・岡山県倉敷市玉島服部・たましまはつとり

　　７１３-８１１５・岡山県倉敷市玉島道口・たましまみちぐち

　　７１３-８１１４・岡山県倉敷市玉島道越・たましまみちごえ

　　７１３-８１１３・岡山県倉敷市玉島八島・たましまやしま

　　７１３-８１２５・岡山県倉敷市玉島勇崎・たましまゆうざき

　　７１０-１１０１・岡山県倉敷市茶屋町・ちややまち

　　７１０-１１０２・岡山県倉敷市茶屋町早沖・ちややまちはやおき

　　７１０-００４６・岡山県倉敷市中央・ちゆうおう

　　７１０-００３６・岡山県倉敷市粒浦・つぶうら

　　７１０-００３４・岡山県倉敷市粒江・つぶえ

　　７１０-００３３・岡山県倉敷市粒江団地・つぶえだんち

　　７１２-８０１２・岡山県倉敷市連島・つらじま

　　７１２-８０１４・岡山県倉敷市連島中央・つらじまちゆうおう

　　７１２-８００２・岡山県倉敷市連島町亀島新田・つらじまちようかめじましんでん

　　７１２-８０１１・岡山県倉敷市連島町連島・つらじまちようつらじま

　　７１２-８００６・岡山県倉敷市連島町鶴新田・つらじまちようつるしんでん

　　７１２-８００１・岡山県倉敷市連島町西之浦・つらじまちようにしのうら

　　７１２-８０１５・岡山県倉敷市連島町矢柄・つらじまちようやがら

　　７１０-００５６・岡山県倉敷市鶴形・つるがた

　　７１２-８００７・岡山県倉敷市鶴の浦・つるのうら

　　７１０-００１１・岡山県倉敷市徳芳・とくほﾞう

　　７１０-００１２・岡山県倉敷市鳥羽・とはﾞ

　　７１０-００１３・岡山県倉敷市中帯江・なかおびえ

　　７１０-０８０３・岡山県倉敷市中島・なかしま

　　７１０-００１６・岡山県倉敷市中庄・なかしよう

　　７１０-００１５・岡山県倉敷市中庄団地・なかしようだんち

　　７１２-８０５１・岡山県倉敷市中畝・なかせ

　　７１０-０８０７・岡山県倉敷市西阿知町・にしあちちよう

　　７１０-０８０４・岡山県倉敷市西阿知町新田・にしあちちようしんでん

　　７１０-０８０６・岡山県倉敷市西阿知町西原・にしあちちようにしはﾞら



　　７０１-０１０３・岡山県倉敷市西尾・にしお

　　７１０-０００５・岡山県倉敷市西岡・にしおか

　　７１０-０００４・岡山県倉敷市西坂・にしざか

　　７１０-００２７・岡山県倉敷市西田・にしだ

　　７１０-０８４５・岡山県倉敷市西富井・にしとみい

　　７１０-０８３３・岡山県倉敷市西中新田・にしなかしんでん

　　７１０-０８２４・岡山県倉敷市白楽町・はﾞくろちよう

　　７１０-００４３・岡山県倉敷市羽島・はしま

　　７１０-０８１６・岡山県倉敷市八王寺町・はちおうじちよう

　　７１０-００３７・岡山県倉敷市八軒屋・はちけんや

　　７１０-００６１・岡山県倉敷市浜ノ茶屋・はまのちやや

　　７１０-００６２・岡山県倉敷市浜町・はままち

　　７１０-０１４２・岡山県倉敷市林・ はやじ

　　７１０-００２２・岡山県倉敷市早高・はやたか

　　７１０-００３２・岡山県倉敷市東粒浦・ひがしつぶうら

　　７１２-８０４４・岡山県倉敷市東塚・ひがしつﾞか

　　７１０-０８４７・岡山県倉敷市東富井・ひがしとみい

　　７１０-００５３・岡山県倉敷市東町・ひがしまち

　　７１０-００６３・岡山県倉敷市日ノ出町・ひのでちよう

　　７０１-０１０１・岡山県倉敷市日畑・ひはﾞた

　　７１０-０８１５・岡山県倉敷市日吉町・ひよせちよう

　　７１０-０００３・岡山県倉敷市平田・ひらた

　　７１２-８０４３・岡山県倉敷市広江・ひろえ

　　７１０-０８４４・岡山県倉敷市福井・ふくい

　　７１０-０１４５・岡山県倉敷市福江・ふくえ

　　７１０-００４８・岡山県倉敷市福島・ふくしま

　　７１２-８０３１・岡山県倉敷市福田町浦田・ふくだちよううらだ

　　７１２-８０４６・岡山県倉敷市福田町古新田・ふくだちようこしんでん

　　７１２-８０４５・岡山県倉敷市福田町東塚・ふくだちようひがしつﾞか

　　７１２-８０４２・岡山県倉敷市福田町広江・ふくだちようひろえ

　　７１２-８０４１・岡山県倉敷市福田町福田・ふくだちようふくだ

　　７１０-０１３２・岡山県倉敷市藤戸町天城・ふじとちようあまき

　　７１０-０１３３・岡山県倉敷市藤戸町藤戸・ふじとちようふじと

　　７０１-０１１５・岡山県倉敷市二子・ふたご

　　７１０-００４２・岡山県倉敷市二日市・ふつかいち

　　７１０-０２６１・岡山県倉敷市船穂町船穂・ふなおちようふなお

　　７１０-０２６２・岡山県倉敷市船穂町水江・ふなおちようみずえ

　　７１０-０２６３・岡山県倉敷市船穂町柳井原・ふなおちようやないはら

　　７１０-００４５・岡山県倉敷市船倉町・ふなぐらちよう

　　７１０-０８４１・岡山県倉敷市堀南・ほりなん

　　７１０-００５４・岡山県倉敷市本町・ほんまち

　　７１２-８０５２・岡山県倉敷市松江・まつえ

　　７０１-０１１４・岡山県倉敷市松島・まつしま

　　７１０-１３０６・岡山県倉敷市真備町有井・まびちようありい

　　７１０-１３０５・岡山県倉敷市真備町市場・まびちよういちはﾞ

　　７１０-１３１１・岡山県倉敷市真備町岡田・まびちようおかだ

　　７１０-１３０４・岡山県倉敷市真備町尾崎・まびちようおさき

　　７１０-１３１５・岡山県倉敷市真備町上二万・まびちようかみにま

　　７１０-１３１３・岡山県倉敷市真備町川辺・まびちようかわべ

　　７１０-１３１４・岡山県倉敷市真備町下二万・まびちようしもにま

　　７１０-１３０３・岡山県倉敷市真備町妹・まびちようせ

　　７１０-１３１２・岡山県倉敷市真備町辻田・まびちようつじた

　　７１０-１３０２・岡山県倉敷市真備町服部・まびちようはつとり

　　７１０-１３０１・岡山県倉敷市真備町箭田・まびちようやた

　　７１０-０８０２・岡山県倉敷市水江・みずえ

　　７１２-８０３９・岡山県倉敷市水島相生町・みずしまあいおいちよう

　　７１２-８０６４・岡山県倉敷市水島青葉町・みずしまあおはﾞちよう

　　７１２-８０７１・岡山県倉敷市水島海岸通・みずしまかいがんどおり

　　７１２-８０７４・岡山県倉敷市水島川崎通・みずしまかわさきどおり

　　７１２-８０６６・岡山県倉敷市水島高砂町・みずしまたかさごちよう

　　７１２-８０７２・岡山県倉敷市水島中通・みずしまなかどおり

　　７１２-８０７３・岡山県倉敷市水島西通・みずしまにしどおり

　　７１２-８０２１・岡山県倉敷市水島東川町・みずしまひがしがわちよう

　　７１２-８０３７・岡山県倉敷市水島東寿町・みずしまひがしことぶきちよう

　　７１２-８０３８・岡山県倉敷市水島西寿町・みずしまにしことぶきちよう

　　７１２-８０３３・岡山県倉敷市水島東栄町・みずしまひがしさかえまち

　　７１２-８０３４・岡山県倉敷市水島西栄町・みずしまにしさかえまち

　　７１２-８０５７・岡山県倉敷市水島東千鳥町・みずしまひがしちどりちよう

　　７１２-８０６５・岡山県倉敷市水島西千鳥町・みずしまにしちどりちよう

　　７１２-８０５８・岡山県倉敷市水島東常盤町・みずしまひがしときわちよう



　　７１２-８０５９・岡山県倉敷市水島西常盤町・みずしまにしときわちよう

　　７１２-８０３５・岡山県倉敷市水島東弥生町・みずしまひがしやよいちよう

　　７１２-８０３６・岡山県倉敷市水島西弥生町・みずしまにしやよいちよう

　　７１２-８０５６・岡山県倉敷市水島福崎町・みずしまふくさきちよう

　　７１２-８０２５・岡山県倉敷市水島南春日町・みずしまみなみかすがちよう

　　７１２-８０２４・岡山県倉敷市水島北春日町・みずしまきたかすがちよう

　　７１２-８００４・岡山県倉敷市水島南亀島町・みずしまみなみかめじまちよう

　　７１２-８００５・岡山県倉敷市水島北亀島町・みずしまきたかめじまちよう

　　７１２-８０６３・岡山県倉敷市水島南幸町・みずしまみなみさいわいちよう

　　７１２-８０６２・岡山県倉敷市水島北幸町・みずしまきたさいわいちよう

　　７１２-８０２６・岡山県倉敷市水島南瑞穂町・みずしまみなみみずほちよう

　　７１２-８０２７・岡山県倉敷市水島北瑞穂町・みずしまきたみずほちよう

　　７１２-８０２３・岡山県倉敷市水島南緑町・みずしまみなみみどりまち

　　７１２-８０２２・岡山県倉敷市水島北緑町・みずしまきたみどりまち

　　７１２-８００３・岡山県倉敷市水島明神町・みずしまみようじんちよう

　　７１０-０００１・岡山県倉敷市三田・みつだ

　　７１２-８０５５・岡山県倉敷市南畝・みなみせ

　　７１０-０８２３・岡山県倉敷市南町・みなみまち

　　７１０-００６５・岡山県倉敷市宮前・みやまえ

　　７１０-００５２・岡山県倉敷市美和・みわ

　　７１０-００４４・岡山県倉敷市向山・むこうやま

　　７１０-０８２５・岡山県倉敷市安江・やすえ

　　７０１-０１０５・岡山県倉敷市矢部・やべ

　　７０１-０１０４・岡山県倉敷市山地・やまじ

　　７１０-０８４２・岡山県倉敷市吉岡・よしおか

　　７１２-８０５３・岡山県倉敷市呼松・よびまつ

　　７１２-８０５３・岡山県倉敷市呼松町・よびまつちよう

　　７０８-００００・岡山県津山市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７０９-３９５１・岡山県津山市阿波・あはﾞ

　　７０８-１１０４・岡山県津山市綾部・あやべ

　　７０８-０８５２・岡山県津山市池ケ原・いけがはら

　　７０９-４６１５・岡山県津山市一色・いしき

　　７０８-０８１５・岡山県津山市一宮・いちのみや

　　７０８-１２０６・岡山県津山市市場・いちはﾞ

　　７０８-０８８３・岡山県津山市一方・いつほﾟう

　　７０８-０８８５・岡山県津山市井口・いのくち

　　７０８-００１４・岡山県津山市院庄・いんのしよう

　　７０８-０８３１・岡山県津山市上之町・うえのちよう

　　７０８-０８４４・岡山県津山市瓜生原・うりゆうはﾞら

　　７０８-１２０２・岡山県津山市大岩・おおいわ

　　７０８-０８０２・岡山県津山市大篠・おおささ

　　７０８-０８８２・岡山県津山市大谷・おおたに

　　７０８-０８０６・岡山県津山市大田・おおだ

　　７０８-００２３・岡山県津山市大手町・おおてまち

　　７０８-１２０３・岡山県津山市大吉・ おおよじ

　　７０８-１２０１・岡山県津山市奥津川・おくつがわ

　　７０８-００６６・岡山県津山市桶屋町・おけやまち

　　７０８-０８６３・岡山県津山市小桁・おげた

　　７０８-１１２６・岡山県津山市押入・おしいれ

　　７０８-０８６５・岡山県津山市押渕・おしぶち

　　７０８-０００６・岡山県津山市小田中・おだなか

　　７０８-０００１・岡山県津山市小原・おはﾞら

　　７０８-００７７・岡山県津山市鍛治町・かじまち

　　７０８-０８０４・岡山県津山市勝部・かつべ

　　７０８-０８３５・岡山県津山市勝間田町・かつまだまち

　　７０８-０８５５・岡山県津山市金井・かない

　　７０８-０８６４・岡山県津山市金屋・かなや

　　７０８-０００２・岡山県津山市上河原・かみがわら

　　７０８-００７６・岡山県津山市上紺屋町・かみこうやまち

　　７０８-１１２１・岡山県津山市上高倉・かみたかくら

　　７０８-００１１・岡山県津山市上田邑・かみたのむら

　　７０８-１２１４・岡山県津山市上野田・かみのだ

　　７０８-１２２４・岡山県津山市上村・かみむら

　　７０８-０８０１・岡山県津山市上横野・かみよこの

　　７０９-３９１５・岡山県津山市加茂町青柳・かもちようあおやぎ

　　７０９-３９０７・岡山県津山市加茂町宇野・かもちよううの

　　７０９-３９２４・岡山県津山市加茂町小渕・かもちようおぶち

　　７０９-３９１２・岡山県津山市加茂町河井・かもちようかわい

　　７０９-３９２１・岡山県津山市加茂町公郷・かもちようくごう

　　７０９-３９０１・岡山県津山市加茂町倉見・かもちようくらみ



　　７０９-３９０２・岡山県津山市加茂町黒木・かもちようくろぎ

　　７０９-３９２３・岡山県津山市加茂町桑原・かもちようくわはﾞら

　　７０９-３９０６・岡山県津山市加茂町小中原・かもちようこなかはﾞら

　　７０９-３９０４・岡山県津山市加茂町斉野谷・かもちようさいのたに

　　７０９-３９１３・岡山県津山市加茂町山下・かもちようさんげ

　　７０９-３９２２・岡山県津山市加茂町下津川・かもちようしもつがわ

　　７０８-１２０１・岡山県津山市加茂町下津川（奥津川）・しもつがわ(おくつがわ)

　　７０９-３９０５・岡山県津山市加茂町塔中・かもちようたつちゆう

　　７０９-３９１４・岡山県津山市加茂町知和・かもちようちわ

　　７０９-３９３５・岡山県津山市加茂町百々・かもちようどうどう

　　７０９-３９０３・岡山県津山市加茂町戸賀・かもちようとか

　　７０９-３９３１・岡山県津山市加茂町中原・かもちようなかはﾞら

　　７０９-３９３４・岡山県津山市加茂町楢井・かもちようならい

　　７０９-３９３２・岡山県津山市加茂町成安・かもちようなりやす

　　７０９-３９０８・岡山県津山市加茂町原口・かもちようはらぐち

　　７０９-３９１１・岡山県津山市加茂町物見・かもちようものみ

　　７０９-３９３３・岡山県津山市加茂町行重・かもちようゆきしげ

　　７０８-００４３・岡山県津山市茅町・かやまち

　　７０８-０８４１・岡山県津山市川崎・かわさき

　　７０８-０８４２・岡山県津山市河辺・かわなべ

　　７０８-００３３・岡山県津山市河原町・かわらまち

　　７０８-０００３・岡山県津山市北園町・きたぞのちよう

　　７０８-００２１・岡山県津山市北町・きたまち

　　７０８-００６２・岡山県津山市京町・きようまち

　　７０８-１１１７・岡山県津山市草加部・くさかべ

　　７０９-４６１２・岡山県津山市くめ・くめ

　　７０９-４６１４・岡山県津山市久米川南・くめかわみなみ

　　７０９-４６２４・岡山県津山市桑上・くわかみ

　　７０９-４６２３・岡山県津山市桑下・くわしも

　　７０９-４６２１・岡山県津山市神代・こうじろ

　　７０８-０８６６・岡山県津山市荒神山・こうじんやま

　　７０８-１１１５・岡山県津山市河面・こうも

　　７０８-０８４３・岡山県津山市国分寺・こくぶんじ

　　７０８-００６３・岡山県津山市小性町・こしようまち

　　７０８-００５３・岡山県津山市細工町・さいくのちよう

　　７０８-００３１・岡山県津山市材木町・ざいもくまち

　　７０８-００６４・岡山県津山市堺町・さかいまち

　　７０８-１２２３・岡山県津山市坂上・さかうえ

　　７０９-４６２５・岡山県津山市里公文・さとくもん

　　７０９-４６２６・岡山県津山市里公文上・さとくもんかみ

　　７０８-０８７３・岡山県津山市皿・さら

　　７０８-００２２・岡山県津山市山下・さんげ

　　７０８-０８２５・岡山県津山市志戸部・しとべ

　　７０８-０８０５・岡山県津山市紫保井・しほﾞい

　　７０８-００７１・岡山県津山市下紺屋町・しもこうやまち

　　７０８-１１２２・岡山県津山市下高倉東・ しもたかくらひがじ

　　７０８-１１２３・岡山県津山市下高倉西・ しもたかくらにじ

　　７０８-００１２・岡山県津山市下田邑・しもたのむら

　　７０８-１２１３・岡山県津山市下野田・しものだ

　　７０８-０８０７・岡山県津山市下横野・しもよこの

　　７０８-０００５・岡山県津山市城代町・じようだいまち

　　７０８-０８８６・岡山県津山市昭和町・しようわまち

　　７０８-００６５・岡山県津山市新魚町・しんうおまち

　　７０８-００４２・岡山県津山市新茅町・しんかやまち

　　７０８-００１５・岡山県津山市神戸・じんご

　　７０８-００６７・岡山県津山市新職人町・しんしよくにんまち

　　７０８-１２１５・岡山県津山市杉宮・すぎのみや

　　７０８-００３４・岡山県津山市船頭町・せんどうまち

　　７０８-０００７・岡山県津山市総社・そうじや

　　７０８-０８７６・岡山県津山市高尾・たかお

　　７０８-１１２５・岡山県津山市高野本郷・たかのほんごう

　　７０８-１１２４・岡山県津山市高野山西・ たかのやまにじ

　　７０８-０８７４・岡山県津山市種・たね

　　７０８-１１１３・岡山県津山市田熊・たのくま

　　７０８-００５２・岡山県津山市田町・たまち

　　７０８-１１１２・岡山県津山市近長・ちかなが

　　７０８-００５１・岡山県津山市椿高下・つはﾞきこうげ

　　７０９-４６０５・岡山県津山市坪井上・つほﾞいかみ

　　７０９-４６０４・岡山県津山市坪井下・つほﾞいしも

　　７０８-００７５・岡山県津山市坪井町・つほﾞいまち



　　７０８-０８８４・岡山県津山市津山口・つやまぐち

　　７０８-００４１・岡山県津山市鉄砲町・てつほﾟうまち

　　７０８-０８５３・岡山県津山市堂尾・どうのお

　　７０８-００３７・岡山県津山市戸川町・とがわまち

　　７０８-００１６・岡山県津山市戸島・としま

　　７０９-４６２２・岡山県津山市戸脇・とわき

　　７０９-４６０６・岡山県津山市中北上・なかぎたかみ

　　７０９-４６０３・岡山県津山市中北下・なかぎたしも

　　７０８-０８７１・岡山県津山市中島・なかしま

　　７０８-０８３４・岡山県津山市中之町・なかのちよう

　　７０８-０８５４・岡山県津山市中原・なかはﾞら

　　７０８-１２１６・岡山県津山市中村・なかむら

　　７０８-１１１１・岡山県津山市楢・なら

　　７０８-０８５１・岡山県津山市新田・にいだ

　　７０８-１２０５・岡山県津山市新野東・ にいのひがじ

　　７０８-１２２６・岡山県津山市新野山形・にいのやまがた

　　７０８-００２４・岡山県津山市二階町・にかいまち

　　７０８-００４６・岡山県津山市西今町・にしいままち

　　７０８-１２２１・岡山県津山市西上・にしかみ

　　７０８-１２２５・岡山県津山市西下・にししも

　　７０８-０８３３・岡山県津山市西新町・にししんまち

　　７０８-０８１１・岡山県津山市西田辺・にしたなべ

　　７０８-００４５・岡山県津山市西寺町・にしてらまち

　　７０８-１２２２・岡山県津山市西中・にしなか

　　７０８-０８５６・岡山県津山市西吉田・にしよしだ

　　７０８-００１３・岡山県津山市二宮・にのみや

　　７０８-１２０４・岡山県津山市日本原・にほんはﾞら

　　７０８-０８２４・岡山県津山市沼・ぬま

　　７０８-０８２１・岡山県津山市野介代・のけだ

　　７０８-１１１６・岡山県津山市野村・のむら

　　７０８-０８２２・岡山県津山市林田・はいだ

　　７０８-０８３６・岡山県津山市林田町・はいだまち

　　７０８-０８３７・岡山県津山市橋本町・はしもとまち

　　７０８-１２１１・岡山県津山市原・はら

　　７０８-０８４５・岡山県津山市日上・ひかみ

　　７０８-０８１４・岡山県津山市東一宮・ひがしいちのみや

　　７０８-０８３２・岡山県津山市東新町・ひがししんまち

　　７０８-０８１２・岡山県津山市東田辺・ひがしたなべ

　　７０８-０８７２・岡山県津山市平福・ひらふく

　　７０８-００３５・岡山県津山市吹屋町・ふきやまち

　　７０８-１１１４・岡山県津山市福井・ふくい

　　７０８-０８７５・岡山県津山市福田・ふくだ

　　７０９-４６３１・岡山県津山市福田下・ふくだしも

　　７０８-０８５７・岡山県津山市福力・ふくりき

　　７０８-００７４・岡山県津山市福渡町・ふくわたりまち

　　７０８-００３２・岡山県津山市伏見町・ふしみちよう

　　７０８-１１０３・岡山県津山市堀坂・ほりさか

　　７０８-００７３・岡山県津山市本町・ほんまち

　　７０８-１１０１・岡山県津山市三浦・みうら

　　７０９-４６１６・岡山県津山市南方中・みなみがたなか

　　７０８-００３６・岡山県津山市南新座・みなみしんざ

　　７０８-０８８１・岡山県津山市南町・みなみまち

　　７０８-００７２・岡山県津山市美濃町・みのまち

　　７０９-４６１３・岡山県津山市宮尾・みやお

　　７０９-４６０１・岡山県津山市宮部上・みやべかみ

　　７０９-４６０２・岡山県津山市宮部下・みやべしも

　　７０８-００４７・岡山県津山市宮脇町・みやわきちよう

　　７０８-１１０２・岡山県津山市妙原・みようはﾞら

　　７０８-００６１・岡山県津山市元魚町・もとうおまち

　　７０８-０８０３・岡山県津山市籾保・もみほ

　　７０８-０８６１・岡山県津山市八出・やいで

　　７０９-４６３２・岡山県津山市八社・やさ

　　７０８-１２１２・岡山県津山市安井・やすい

　　７０８-００４４・岡山県津山市安岡町・やすおかまち

　　７０８-０８１３・岡山県津山市山方・やまがた

　　７０８-０００４・岡山県津山市山北・やまきた

　　７０８-０８２３・岡山県津山市弥生町・やよいちよう

　　７０９-４６３３・岡山県津山市油木上・ゆきかみ

　　７０９-４６３５・岡山県津山市油木北・ゆききた

　　７０９-４６３４・岡山県津山市油木下・ゆきしも



　　７０８-０８６２・岡山県津山市横山・よこやま

　　７０８-１１０５・岡山県津山市吉見・よしみ

　　７０９-４６１１・岡山県津山市領家・りようけ

　　７０６-００００・岡山県玉野市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７０６-０３０６・岡山県玉野市石島・いしま

　　７０６-０１３３・岡山県玉野市宇藤木・うとうぎ

　　７０６-００１１・岡山県玉野市宇野・うの

　　７０６-０３１７・岡山県玉野市大薮・おおやぶ

　　７０６-００１３・岡山県玉野市奥玉・おくたま

　　７０６-００２４・岡山県玉野市御崎・おんざき

　　７０６-０３１１・岡山県玉野市梶岡・かじおか

　　７０６-０３０３・岡山県玉野市上山坂・かみやまさか

　　７０６-０３０１・岡山県玉野市北方・きたがた

　　７０６-０３１５・岡山県玉野市後閑・ごかん

　　７０６-０１４４・岡山県玉野市小島地・こしまじ

　　７０６-００２８・岡山県玉野市渋川・しぶかわ

　　７０６-０３０２・岡山県玉野市下山坂・しもやまさか

　　７０６-０００１・岡山県玉野市田井・たい

　　７０６-０１５３・岡山県玉野市滝・たき

　　７０６-００１２・岡山県玉野市玉・たま

　　７０６-００１４・岡山県玉野市玉原・たまはら

　　７０６-０００２・岡山県玉野市築港・ちつこう

　　７０６-０１４１・岡山県玉野市槌ケ原・つちがはら

　　７０６-０１５２・岡山県玉野市永井・ながい

　　７０６-０１５１・岡山県玉野市長尾・ながお

　　７０６-０３１３・岡山県玉野市西田井地・にしたいじ

　　７０６-０３１６・岡山県玉野市沼・ぬま

　　７０６-０１４２・岡山県玉野市迫間・はざま

　　７０６-０２２４・岡山県玉野市八浜町大崎・はちはまちようおおさき

　　７０６-０２２３・岡山県玉野市八浜町波知・はちはまちようはち

　　７０６-０２２１・岡山県玉野市八浜町八浜・はちはまちようはちはま

　　７０６-０２２２・岡山県玉野市八浜町見石・ はちはまちようみいじ

　　７０６-００２６・岡山県玉野市羽根崎町・はねざきちよう

　　７０６-０３０４・岡山県玉野市番田・はﾞんだ

　　７０６-０１３１・岡山県玉野市東紅陽台・ひがしこうようだい

　　７０６-０３１２・岡山県玉野市東田井地・ひがしたいじ

　　７０６-０１３４・岡山県玉野市東高崎・ひがしたかさき

　　７０６-０２２６・岡山県玉野市東七区・ひがしななく

　　７０６-０３１４・岡山県玉野市東野崎・ひがしのざき

　　７０６-００２７・岡山県玉野市日比・ひび

　　７０６-０１５４・岡山県玉野市広岡・ひろおか

　　７０６-００２３・岡山県玉野市深井町・ふかいちよう

　　７０６-０２２５・岡山県玉野市南七区・みなみななく

　　７０６-００２５・岡山県玉野市明神町・みようじんちよう

　　７０６-００２２・岡山県玉野市向日比・むかいひび

　　７０６-０３０５・岡山県玉野市胸上・むねあげ

　　７０６-０１４３・岡山県玉野市木目・もくめ

　　７０６-０１３２・岡山県玉野市用吉・ もちよじ

　　７０６-０３１４・岡山県玉野市山田・やまだ

　　７０６-００２１・岡山県玉野市和田・わだ

　　７１４-００００・岡山県笠岡市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７１４-００１４・岡山県笠岡市相生・あいおい

　　７１４-００５６・岡山県笠岡市旭が丘・あさひがおか

　　７１４-００７５・岡山県笠岡市有田・ありだ

　　７１４-００８２・岡山県笠岡市一番町・いちはﾞんちよう

　　７１４-００２２・岡山県笠岡市今立・いまだて

　　７１４-００４１・岡山県笠岡市入江・いりえ

　　７１４-００９１・岡山県笠岡市絵師・ えじ

　　７１４-００５５・岡山県笠岡市生江浜・おえはま

　　７１４-００１３・岡山県笠岡市大井南・おおいみなみ

　　７１４-００６１・岡山県笠岡市大げ・おおげ

　　７１４-００７３・岡山県笠岡市大河・おおこう

　　７１４-００３３・岡山県笠岡市大島中・おおしまなか

　　７１４-０００３・岡山県笠岡市尾坂・おさか

　　７１４-００７６・岡山県笠岡市押撫・おしなで

　　７１４-００１２・岡山県笠岡市小平井・おびらい

　　７１４-００８１・岡山県笠岡市笠岡・かさおか

　　７１４-００２５・岡山県笠岡市春日台・かすがだい

　　７１４-００５７・岡山県笠岡市金浦・かなうら

　　７１４-００５２・岡山県笠岡市カブト中央町・かぶとちゆうおうちよう



　　７１４-００５１・岡山県笠岡市カブト東町・かぶとひがしまち

　　７１４-００５３・岡山県笠岡市カブト西町・かぶとにしまち

　　７１４-００４６・岡山県笠岡市カブト南町・かぶとみなみまち

　　７１４-０３０１・岡山県笠岡市北木島町・きたぎしまちよう

　　７１４-００９６・岡山県笠岡市九番町・きゆうはﾞんちよう

　　７１４-００６３・岡山県笠岡市鋼管町・こうかんちよう

　　７１４-０００２・岡山県笠岡市甲弩・こうの

　　７１４-００４４・岡山県笠岡市神島・こうのしま

　　７１４-００３４・岡山県笠岡市神島外浦・こうのしまそとうら

　　７１４-００８６・岡山県笠岡市五番町・ごはﾞんちよう

　　７１４-００８４・岡山県笠岡市三番町・さんはﾞんちよう

　　７１４-００７７・岡山県笠岡市篠坂・しのさか

　　７１４-００３６・岡山県笠岡市白石島・しらいしじま

　　７１４-００６５・岡山県笠岡市城見台・しろみだい

　　７１４-０００５・岡山県笠岡市新賀・しんが

　　７１４-００９３・岡山県笠岡市新横島・しんよこしま

　　７１４-００９７・岡山県笠岡市十番町・じゆうはﾞんちよう

　　７１４-００９８・岡山県笠岡市十一番町・じゆういちはﾞんちよう

　　７１４-０００４・岡山県笠岡市関戸・せきど

　　７１４-００２１・岡山県笠岡市園井・そのい

　　７１４-００３５・岡山県笠岡市高島・たかしま

　　７１４-００４７・岡山県笠岡市拓海町・たくみちよう

　　７１４-００８８・岡山県笠岡市中央町・ちゆうおうちよう

　　７１４-００９２・岡山県笠岡市富岡・とみおか

　　７１４-００９４・岡山県笠岡市七番町・ななはﾞんちよう

　　７１４-００３２・岡山県笠岡市西大島・にしおおしま

　　７１４-００３１・岡山県笠岡市西大島新田・にしおおしましんでん

　　７１４-００７２・岡山県笠岡市西大戸・にしおおど

　　７１４-００６４・岡山県笠岡市西茂平・にしもびら

　　７１４-００８３・岡山県笠岡市二番町・にはﾞんちよう

　　７１４-００７８・岡山県笠岡市入田・にゆうた

　　７１４-０００１・岡山県笠岡市走出・はしりで

　　７１４-００９５・岡山県笠岡市八番町・はちはﾞんちよう

　　７１４-００７１・岡山県笠岡市東大戸・ひがしおおど

　　７１４-０３０２・岡山県笠岡市飛島・ひしま

　　７１４-００２３・岡山県笠岡市広浜・ひろはま

　　７１４-００５４・岡山県笠岡市平成町・へいせいちよう

　　７１４-００２４・岡山県笠岡市馬飼・まかい

　　７１４-００３７・岡山県笠岡市真鍋島・まなべしま

　　７１４-００４８・岡山県笠岡市緑町・みどりまち

　　７１４-００４５・岡山県笠岡市港町・みなとちよう

　　７１４-０００６・岡山県笠岡市みの越・ みのこじ

　　７１４-００４２・岡山県笠岡市美の浜・みのはま

　　７１４-００３８・岡山県笠岡市六島・むしま

　　７１４-００６６・岡山県笠岡市用之江・もちのえ

　　７１４-００６２・岡山県笠岡市茂平・もびら

　　７１４-０００７・岡山県笠岡市山口・やまぐち

　　７１４-００４３・岡山県笠岡市横島・よこしま

　　７１４-００１１・岡山県笠岡市吉田・よしだ

　　７１４-００７４・岡山県笠岡市吉浜・よしはま

　　７１４-００８５・岡山県笠岡市四番町・よんはﾞんちよう

　　７１４-００８７・岡山県笠岡市六番町・ろくはﾞんちよう

　　７１５-００００・岡山県井原市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７１５-００１２・岡山県井原市青野町・あおのちよう

　　７１５-００１９・岡山県井原市井原町・いはﾞらちよう

　　７１５-００１６・岡山県井原市岩倉町・いわくらちよう

　　７１５-００２３・岡山県井原市大江町・おおえちよう

　　７１５-００２１・岡山県井原市上出部町・かみいずえちよう

　　７１５-００２６・岡山県井原市上出部町四季が丘・かみいずえちようしきがおか

　　７１５-００１８・岡山県井原市上稲木町・かみいなぎちよう

　　７１５-００１３・岡山県井原市北山町・きたやまちよう

　　７１５-０００４・岡山県井原市木之子町・きのこちよう

　　７１５-０００２・岡山県井原市神代町・こうじろちよう

　　７１５-００２５・岡山県井原市笹賀町・ささかちよう

　　７１５-００２２・岡山県井原市下出部町・しもいずえちよう

　　７１５-００１７・岡山県井原市下稲木町・しもいなぎちよう

　　７１５-００２４・岡山県井原市高屋町・たかやちよう

　　７１５-００１４・岡山県井原市七日市町・なぬかいちちよう

　　７１５-０００６・岡山県井原市西江原町・にしえはﾞらちよう

　　７１５-００１５・岡山県井原市西方町・にしがたちよう



　　７１５-０００１・岡山県井原市野上町・のがみちよう

　　７１５-００１１・岡山県井原市稗原町・ひえはらちよう

　　７１５-０００３・岡山県井原市東江原町・ひがしえはﾞらちよう

　　７１４-１４０５・岡山県井原市美星町宇戸・びせいちよううと

　　７１４-１４０４・岡山県井原市美星町烏頭・びせいちよううとう

　　７１４-１４０２・岡山県井原市美星町宇戸谷・びせいちよううとだに

　　７１４-１４１１・岡山県井原市美星町大倉・びせいちようおおくら

　　７１４-１４０３・岡山県井原市美星町上高末・びせいちようかみこうずえ

　　７１４-１４１４・岡山県井原市美星町黒木・びせいちようくろぎ

　　７１４-１４０７・岡山県井原市美星町黒忠・びせいちようくろただ

　　７１４-１４１３・岡山県井原市美星町西水砂・びせいちようにしみずすな

　　７１４-１４１２・岡山県井原市美星町東水砂・びせいちようひがしみずすな

　　７１４-１４１５・岡山県井原市美星町星田・びせいちようほしだ

　　７１４-１４０６・岡山県井原市美星町三山・びせいちようみやま

　　７１４-１４０１・岡山県井原市美星町明治・びせいちようめいじ

　　７１５-０００５・岡山県井原市門田町・もんでんちよう

　　７１４-２１２５・岡山県井原市芳井町池谷・よしいちよういけだに

　　７１４-２１２４・岡山県井原市芳井町井山・よしいちよういやま

　　７１４-２１０３・岡山県井原市芳井町宇戸川・よしいちよううとがわ

　　７１４-２１０１・岡山県井原市芳井町梶江・よしいちようかじえ

　　７１４-２１２３・岡山県井原市芳井町片塚・よしいちようかたつﾞか

　　７１４-２２３２・岡山県井原市芳井町上鴫・よしいちようかみしぎ

　　７１４-２１１４・岡山県井原市芳井町川相・よしいちようかわい

　　７１４-２１２１・岡山県井原市芳井町佐屋・よしいちようさや

　　７１４-２２３１・岡山県井原市芳井町下鴫・よしいちようしもしぎ

　　７１４-２１２２・岡山県井原市芳井町種・よしいちようたね

　　７１４-２１１３・岡山県井原市芳井町天神山・よしいちようてんじんやま

　　７１４-２２３４・岡山県井原市芳井町西三原・よしいちようにしみはら

　　７１４-２１０４・岡山県井原市芳井町花滝・よしいちようはなだき

　　７１４-２３４１・岡山県井原市芳井町東三原・よしいちようひがしみはら

　　７１４-２１１２・岡山県井原市芳井町簗瀬・よしいちようやなせ

　　７１４-２２３３・岡山県井原市芳井町山村・よしいちようやまむら

　　７１４-２１０２・岡山県井原市芳井町与井・よしいちようよい

　　７１４-２１１１・岡山県井原市芳井町吉井・よしいちようよしい

　　７１９-１１００・岡山県総社市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７１９-１１２１・岡山県総社市赤浜・あかはま

　　７１９-１１５４・岡山県総社市井尻野・いじりの

　　７１９-１１０６・岡山県総社市泉・いずみ

　　７１９-１１２５・岡山県総社市井手・いで

　　７１９-１３１５・岡山県総社市宇山・うやま

　　７１９-１１３７・岡山県総社市駅南・えきなん

　　７１９-１１３６・岡山県総社市駅前・えきまえ

　　７１９-１１６２・岡山県総社市岡谷・おかだに

　　７１９-１１０１・岡山県総社市奥坂・おくさか

　　７１９-１１１６・岡山県総社市刑部・おしかべ

　　７１９-１３２２・岡山県総社市影・かげ

　　７１９-１１１４・岡山県総社市金井戸・かないど

　　７１９-１１２３・岡山県総社市上林・ かんはﾞやじ

　　７１９-１１４３・岡山県総社市上原・かんはﾞら

　　７１９-１１１７・岡山県総社市北溝手・きたみぞて

　　７１９-１１７６・岡山県総社市清音柿木・きよねかきのき

　　７１９-１１７５・岡山県総社市清音上中島・きよねかみなかしま

　　７１９-１１７２・岡山県総社市清音軽部・きよねかるべ

　　７１９-１１７３・岡山県総社市清音黒田・きよねくろた

　　７１９-１１７４・岡山県総社市清音古地・きよねこち

　　７１９-１１７１・岡山県総社市清音三因・きよねみより

　　７１０-１２０１・岡山県総社市久代・くしろ

　　７１９-１１１２・岡山県総社市窪木・くほﾞき

　　７１９-１１０４・岡山県総社市久米・くめ

　　７１９-１１０５・岡山県総社市黒尾・くろお

　　７１９-１３１３・岡山県総社市槁・けやき

　　７１９-１１５５・岡山県総社市小寺・こでら

　　７１９-１１５３・岡山県総社市宍粟・しさわ

　　７１９-１３２１・岡山県総社市下倉・したぐら

　　７１９-１１６３・岡山県総社市地頭片山・じとうかたやま

　　７１９-１１２２・岡山県総社市下林・ しもはﾞやじ

　　７１９-１１４５・岡山県総社市下原・しもはﾞら

　　７１９-１１６１・岡山県総社市宿・しゆく

　　７１０-１２０３・岡山県総社市新本・しんほﾟん

　　７１９-１１２６・岡山県総社市総社・そうじや



　　７１９-１３１２・岡山県総社市種井・たねい

　　７１９-１１３１・岡山県総社市中央・ちゆうおう

　　７１９-１１４４・岡山県総社市富原・とんはﾞら

　　７１９-１３２３・岡山県総社市中尾・なかお

　　７１９-１１３３・岡山県総社市中原・なかはﾞら

　　７１９-１１１１・岡山県総社市長良・ながら

　　７１９-１１０３・岡山県総社市西阿曽・にしあぞ

　　７１９-１１６４・岡山県総社市西郡・にしごおり

　　７１９-１１６５・岡山県総社市西坂台・にしさかだい

　　７１９-１３１４・岡山県総社市延原・のぶはら

　　７１９-１１４２・岡山県総社市秦・はだ

　　７１９-１３２４・岡山県総社市原・はら

　　７１９-１１０２・岡山県総社市東阿曽・ひがしあぞ

　　７１９-１３１６・岡山県総社市日羽・ひわ

　　７１９-１１１５・岡山県総社市福井・ふくい

　　７１９-１１４１・岡山県総社市福谷・ふくたに

　　７１９-１１３４・岡山県総社市真壁・まかべ

　　７１９-１１５１・岡山県総社市槇谷・まきだに

　　７１９-１１２４・岡山県総社市三須・みす

　　７１９-１１３５・岡山県総社市溝口・みぞくち

　　７１９-１３１１・岡山県総社市美袋・みなぎ

　　７１９-１１１３・岡山県総社市南溝手・みなみみぞて

　　７１９-１１５２・岡山県総社市見延・みのべ

　　７１９-１１３２・岡山県総社市三輪・みわ

　　７１９-１１５６・岡山県総社市門田・もんで

　　７１９-１１４６・岡山県総社市八代・やしろ

　　７１０-１２０２・岡山県総社市山田・やまだ

　　７１６-００００・岡山県高梁市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７１６-０００９・岡山県高梁市間之町・あいのまち

　　７１６-００３９・岡山県高梁市旭町・あさひまち

　　７１６-００１８・岡山県高梁市伊賀町・いがまち

　　７１６-００１５・岡山県高梁市石火矢町・いしびやちよう

　　７１６-１３２１・岡山県高梁市有漢町有漢・うかんちよううかん

　　７１６-１３２２・岡山県高梁市有漢町上有漢・うかんちようかみうかん

　　７１９-２２３３・岡山県高梁市宇治町穴田・うじちようあなだ

　　７１９-２２３２・岡山県高梁市宇治町宇治・うじちよううじ

　　７１９-２２３１・岡山県高梁市宇治町遠原・うじちようとおはﾞら

　　７１９-２２３４・岡山県高梁市宇治町本郷・うじちようほんごう

　　７１６-０００４・岡山県高梁市内山下・うちさんげ

　　７１６-０００７・岡山県高梁市奥万田町・おくまんだちよう

　　７１６-００６１・岡山県高梁市落合町阿部・おちあいちようあべ

　　７１６-００６４・岡山県高梁市落合町福地・おちあいちようしろち

　　７１６-００６２・岡山県高梁市落合町近似・おちあいちようちかのり

　　７１６-００６３・岡山県高梁市落合町原田・おちあいちようはらだ

　　７１６-００１７・岡山県高梁市御前町・おんざきちよう

　　７１６-００２８・岡山県高梁市柿木町・かきのきちよう

　　７１６-００２３・岡山県高梁市鍜冶町・かじまち

　　７１６-００１３・岡山県高梁市片原町・かたはらちよう

　　７１６-００４１・岡山県高梁市上谷町・かみだにちよう

　　７１６-０２２２・岡山県高梁市川上町大原・かわかみちようおおはﾞら

　　７１６-０２１１・岡山県高梁市川上町上大竹・かわかみちようかみおおたけ

　　７１６-０２２３・岡山県高梁市川上町高山・かわかみちようこうやま

　　７１６-０２２１・岡山県高梁市川上町高山市・かわかみちようこうやまいち

　　７１６-０２０１・岡山県高梁市川上町地頭・かわかみちようじとう

　　７１６-０２１２・岡山県高梁市川上町下大竹・かわかみちようしもおおたけ

　　７１６-０２０５・岡山県高梁市川上町臘数・かわかみちようしわす

　　７１６-０２０２・岡山県高梁市川上町七地・かわかみちようななち

　　７１６-０２０７・岡山県高梁市川上町仁賀・かわかみちようにか

　　７１６-０２０３・岡山県高梁市川上町三沢・かわかみちようみさわ

　　７１６-０２０６・岡山県高梁市川上町吉木・かわかみちようよしぎ

　　７１６-０２０４・岡山県高梁市川上町領家・かわかみちようりようけ

　　７１６-０００５・岡山県高梁市川端町・かわはﾞたちよう

　　７１９-２１２１・岡山県高梁市川面町・かわもちよう

　　７１６-００２６・岡山県高梁市甲賀町・こうがちよう

　　７１６-００２５・岡山県高梁市荒神町・こうじんちよう

　　７１６-０００６・岡山県高梁市小高下町・ここうげちよう

　　７１６-１３１１・岡山県高梁市巨瀬町・こせちよう

　　７１６-００３５・岡山県高梁市栄町・さかえまち

　　７１６-００４２・岡山県高梁市下谷町・しもだにちよう

　　７１６-００２２・岡山県高梁市下町・しもまち



　　７１６-００１２・岡山県高梁市新町・しんまち

　　７１９-２１２３・岡山県高梁市高倉町飯部・たかくらちよういいべ

　　７１６-０００３・岡山県高梁市高倉町大瀬八長・たかくらちようおおせおなが

　　７１９-２１２２・岡山県高梁市高倉町田井・たかくらちようたい

　　７１６-００５３・岡山県高梁市玉川町下切・たまがわちようしたぎり

　　７１６-００５２・岡山県高梁市玉川町玉・たまがわちようたま

　　７１６-００５４・岡山県高梁市玉川町増原・たまがわちようましはら

　　７１６-００２４・岡山県高梁市大工町・だいくちよう

　　７１６-００４７・岡山県高梁市段町・だんちよう

　　７１６-００２１・岡山県高梁市中間町・ちゆうげんまち

　　７１６-０００２・岡山県高梁市津川町今津・つがわちよういまつﾞ

　　７１６-０００１・岡山県高梁市津川町八川・つがわちようやがわ

　　７１６-００３１・岡山県高梁市鉄砲町・てつほﾟうちよう

　　７１６-００１９・岡山県高梁市寺町・てらまち

　　７１９-２４０１・岡山県高梁市中井町津々・なかいちようつつ

　　７１９-２４０２・岡山県高梁市中井町西方・なかいちようにしがた

　　７１６-００１４・岡山県高梁市中之町・なかのちよう

　　７１６-００４５・岡山県高梁市中原町・なかはﾞらちよう

　　７１６-０３３３・岡山県高梁市成羽町相坂・なりわちようあいさか

　　７１６-０３３４・岡山県高梁市成羽町長地・なりわちようおさじ

　　７１６-０１０２・岡山県高梁市成羽町上日名・なりわちようかみひな

　　７１６-０３３２・岡山県高梁市成羽町小泉・なりわちようこいずみ

　　７１９-２３４３・岡山県高梁市成羽町坂本・なりわちようさかもと

　　７１６-０１１３・岡山県高梁市成羽町佐々木・なりわちようささき

　　７１６-０１１１・岡山県高梁市成羽町下原・なりわちようしもはら

　　７１６-０１０１・岡山県高梁市成羽町下日名・なりわちようしもひな

　　７１９-２３４２・岡山県高梁市成羽町中野・なりわちようなかの

　　７１６-０１２１・岡山県高梁市成羽町成羽・なりわちようなりわ

　　７１６-０３３１・岡山県高梁市成羽町羽根・なりわちようはね

　　７１６-０１２２・岡山県高梁市成羽町羽山・なりわちようはやま

　　７１９-２３４１・岡山県高梁市成羽町吹屋・なりわちようふきや

　　７１６-０３３５・岡山県高梁市成羽町布寄・なりわちようふより

　　７１６-０１１２・岡山県高梁市成羽町星原・なりわちようほしはﾞら

　　７１６-００３８・岡山県高梁市浜町・はまちよう

　　７１６-００４４・岡山県高梁市原田南町・はらだみなみちよう

　　７１６-００４３・岡山県高梁市原田北町・はらだきたちよう

　　７１６-００３４・岡山県高梁市東町・ひがしまち

　　７１６-０３０１・岡山県高梁市備中町志藤用瀬・びつちゆうちようしとうようぜ

　　７１６-０３０３・岡山県高梁市備中町長屋・びつちゆうちようながや

　　７１６-０３２３・岡山県高梁市備中町西山・びつちゆうちようにしやま

　　７１６-０３２２・岡山県高梁市備中町西油野・びつちゆうちようにしゆの

　　７１６-０３２１・岡山県高梁市備中町東油野・びつちゆうちようひがしゆの

　　７１６-０３１１・岡山県高梁市備中町平川・びつちゆうちようひらかわ

　　７１６-０３０４・岡山県高梁市備中町布賀・びつちゆうちようふか

　　７１６-０３０２・岡山県高梁市備中町布瀬・びつちゆうちようふせ

　　７１６-００１１・岡山県高梁市本町・ほんまち

　　７１６-００３７・岡山県高梁市正宗町・まさむねちよう

　　７１６-００６５・岡山県高梁市松原町大津寄・まつはﾞらちようおおつﾞより

　　７１６-００６８・岡山県高梁市松原町神原・まつはﾞらちようこうはﾞら

　　７１６-００６７・岡山県高梁市松原町春木・まつはﾞらちようはるき

　　７１６-００６６・岡山県高梁市松原町松岡・まつはﾞらちようまつおか

　　７１６-００３６・岡山県高梁市松原通・まつはﾞらどおり

　　７１６-００５１・岡山県高梁市松山・まつやま

　　７１６-００３３・岡山県高梁市南町・みなみまち

　　７１６-００２９・岡山県高梁市向町・むこうちよう

　　７１６-００２７・岡山県高梁市八幡町・やはたちよう

　　７１６-００３２・岡山県高梁市弓之町・ゆみのちよう

　　７１６-００４６・岡山県高梁市横町・よこちよう

　　７１６-００１６・岡山県高梁市頼久寺町・らいきゆうじちよう

　　７１６-０００８・岡山県高梁市和田町・わだちよう

　　７１８-００００・岡山県新見市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７１８-０００６・岡山県新見市足立・あしだち

　　７１９-２５５１・岡山県新見市井倉・いくら

　　７１８-００１５・岡山県新見市石蟹・いしが

　　７１９-３５０１・岡山県新見市大佐大井野・おおさおおいの

　　７１９-３５０３・岡山県新見市大佐小阪部・おおさおさかべ

　　７１９-３５０２・岡山県新見市大佐上刑部・おおさかみおさかべ

　　７１９-３５０７・岡山県新見市大佐小南・おおさこみなみ

　　７１９-３５０６・岡山県新見市大佐田治部・おおさたじべ

　　７１９-３５０４・岡山県新見市大佐永富・おおさながどみ



　　７１９-３５０５・岡山県新見市大佐布瀬・おおさふせ

　　７１８-００１６・岡山県新見市金谷・かなや

　　７１８-０００５・岡山県新見市上市・かみいち

　　７１８-０００１・岡山県新見市上熊谷・かみくまたに

　　７１８-００１２・岡山県新見市唐松・からまつ

　　７１９-２７３２・岡山県新見市草間（下湯川）・くさま(しもゆかわ)

　　７１９-２７３２・岡山県新見市草間（横畑）・くさま(よこはた)

　　７１９-２６４１・岡山県新見市草間（その他）・くさま(そのた)

　　７１８-０００７・岡山県新見市坂本・さかもと

　　７１８-０００２・岡山県新見市下熊谷・しもくまたに

　　７１８-００１３・岡山県新見市正田・しようでん

　　７１９-２８０１・岡山県新見市神郷釜村・しんごうかまむら

　　７１９-３６１１・岡山県新見市神郷下神代・しんごうしもこうじろ

　　７１９-２８０２・岡山県新見市神郷高瀬・しんごうたかせ

　　７１９-３６１２・岡山県新見市神郷油野・しんごうゆの

　　７１８-０２１１・岡山県新見市菅生・すごう

　　７１８-０００３・岡山県新見市高尾・たかお

　　７１９-２６４２・岡山県新見市足見・たるみ

　　７１８-０１０１・岡山県新見市千屋・ちや

　　７１８-０１０３・岡山県新見市千屋井原・ちやいはら

　　７１８-０１０２・岡山県新見市千屋実・ちやさね

　　７１８-０１０４・岡山県新見市千屋花見・ちやはなみ

　　７１９-２７３１・岡山県新見市土橋（落方、寺内）・つちはし(おちかた､てらうち)

　　７１９-２６４３・岡山県新見市土橋（その他）・つちはし(そのた)

　　７１９-３８１１・岡山県新見市哲西町大竹・てつせいちようおおたけ

　　７１９-３８１４・岡山県新見市哲西町大野部・てつせいちようおおのべ

　　７１９-３７０２・岡山県新見市哲西町上神代・てつせいちようかみこうじろ

　　７１９-３８１２・岡山県新見市哲西町畑木・てつせいちようはたき

　　７１９-３８１３・岡山県新見市哲西町八鳥・てつせいちようはつとり

　　７１９-３７０１・岡山県新見市哲西町矢田・てつせいちようやだ

　　７１８-０３０７・岡山県新見市哲多町老栄・てつたちようおいざこ

　　７１８-０３１３・岡山県新見市哲多町大野・てつたちようおおの

　　７１８-０３０５・岡山県新見市哲多町荻尾・てつたちようおぎよお

　　７１８-０３１１・岡山県新見市哲多町蚊家・てつたちようこうのいえ

　　７１８-０３１２・岡山県新見市哲多町田淵・てつたちようたぶち

　　７１８-０３０４・岡山県新見市哲多町成松・てつたちようなりまつ

　　７１８-０３０２・岡山県新見市哲多町花木・てつたちようはなぎ

　　７１８-０３０３・岡山県新見市哲多町本郷・てつたちようほんごう

　　７１８-０３０１・岡山県新見市哲多町宮河内・てつたちようみやごうち

　　７１８-０３０６・岡山県新見市哲多町矢戸・てつたちようやと

　　７１９-２７２１・岡山県新見市豊永赤馬・とよながあこうま

　　７１９-２７２３・岡山県新見市豊永宇山・とよながうやま

　　７１９-２７２２・岡山県新見市豊永佐伏・ とよながさぶじ

　　７１８-００１４・岡山県新見市長屋・ながや

　　７１８-００１１・岡山県新見市新見・にいみ

　　７１８-００１７・岡山県新見市西方・にしがた

　　７１９-２５５２・岡山県新見市法曽・ほうそ

　　７１８-０００４・岡山県新見市馬塚・まつﾞか

　　７０５-００００・岡山県備前市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７０５-００３２・岡山県備前市麻宇那・あそうな

　　７０５-００２３・岡山県備前市伊里中・いりなか

　　７０５-０００１・岡山県備前市伊部・いんべ

　　７０５-０００２・岡山県備前市浦伊部・うらいんべ

　　７０５-０００３・岡山県備前市大内・おおち

　　７０５-００１２・岡山県備前市香登本・かがともと

　　７０５-００１１・岡山県備前市香登西・ かがとにじ

　　７０５-００３５・岡山県備前市木谷・きだに

　　７０５-００２４・岡山県備前市久々井・くぐい

　　７０５-００１６・岡山県備前市坂根・さかね

　　７０５-００２６・岡山県備前市佐山・さやま

　　７０５-００３１・岡山県備前市蕃山・しげやま

　　７０５-００３６・岡山県備前市閑谷・しずたに

　　７０５-００１４・岡山県備前市新庄・しんじよう

　　７０５-００２５・岡山県備前市鶴海・つるみ

　　７０５-００３４・岡山県備前市友延・とものぶ

　　７０５-００２１・岡山県備前市西片上・にしかたかみ

　　７０５-０１３１・岡山県備前市野谷・のだに

　　７０５-００１５・岡山県備前市畠田・はたけだ

　　７０５-００２２・岡山県備前市東片上・ひがしかたかみ

　　７０１-３２０３・岡山県備前市日生町大多府・ひなせちようおおたぶ



　　７０１-３２０２・岡山県備前市日生町寒河・ひなせちようそうご

　　７０１-３２０１・岡山県備前市日生町寺山・ひなせちようてらやま

　　７０１-３２０４・岡山県備前市日生町日生・ひなせちようひなせ

　　７０５-００１３・岡山県備前市福田・ふくだ

　　７０５-００３３・岡山県備前市穂浪・ほなみ

　　７０５-０１３２・岡山県備前市三石・ みついじ

　　７０５-０１３３・岡山県備前市八木山・やきやま

　　７０９-０２１３・岡山県備前市吉永町今崎・よしながちよういまさき

　　７０９-０２２６・岡山県備前市吉永町岩崎・よしながちよういわさき

　　７０９-０３０１・岡山県備前市吉永町加賀美・よしながちようかがみ

　　７０９-０２２１・岡山県備前市吉永町金谷・よしながちようかなだに

　　７０９-０２１２・岡山県備前市吉永町神根本・よしながちようこうねほん

　　７０９-０３０４・岡山県備前市吉永町笹目・よしながちようささめ

　　７０９-０２１１・岡山県備前市吉永町高田・よしながちようたかた

　　７０９-０３０２・岡山県備前市吉永町多麻・よしながちようたま

　　７０９-０３０３・岡山県備前市吉永町都留岐・よしながちようつるぎ

　　７０９-０２２２・岡山県備前市吉永町福満・よしながちようふくみつ

　　７０９-０２２５・岡山県備前市吉永町三股・よしながちようみつまた

　　７０９-０２２３・岡山県備前市吉永町南方・よしながちようみなみがた

　　７０９-０２２４・岡山県備前市吉永町吉永中・よしながちようよしながなか

　　７０９-０２１４・岡山県備前市吉永町和意谷・よしながちようわいだに

　　７０１-４２００・岡山県瀬戸内市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７０１-４３０２・岡山県瀬戸内市牛窓町牛窓・うしまどちよううしまど

　　７０１-４３０３・岡山県瀬戸内市牛窓町鹿忍・うしまどちようかしの

　　７０１-４３０４・岡山県瀬戸内市牛窓町千手・うしまどちようせんず

　　７０１-４３０１・岡山県瀬戸内市牛窓町長浜・うしまどちようながはま

　　７０１-４２３１・岡山県瀬戸内市邑久町大窪・おくちようおおくほﾞ

　　７０１-４２３４・岡山県瀬戸内市邑久町大富・おくちようおおどみ

　　７０１-４２２１・岡山県瀬戸内市邑久町尾張・おくちようおわり

　　７０１-４２５２・岡山県瀬戸内市邑久町上笠加・おくちようかみがさか

　　７０１-４２１５・岡山県瀬戸内市邑久町上山田・おくちようかみやまだ

　　７０１-４２５１・岡山県瀬戸内市邑久町北池・おくちようきたいけ

　　７０１-４２３２・岡山県瀬戸内市邑久町北島・おくちようきたしま

　　７０１-４２４７・岡山県瀬戸内市邑久町下笠加・おくちようしもがさか

　　７０１-４２１６・岡山県瀬戸内市邑久町下山田・おくちようしもやまだ

　　７０１-４２１１・岡山県瀬戸内市邑久町庄田・おくちようしようだ

　　７０１-４２１２・岡山県瀬戸内市邑久町尻海・おくちようしりみ

　　７０１-４２４３・岡山県瀬戸内市邑久町宗三・おくちようそうさん

　　７０１-４２２３・岡山県瀬戸内市邑久町豊原・おくちようとよはら

　　７０１-４２２２・岡山県瀬戸内市邑久町豊安・おくちようとよやす

　　７０１-４２２４・岡山県瀬戸内市邑久町東谷・おくちようひがしだに

　　７０１-４５０２・岡山県瀬戸内市邑久町福谷・おくちようふくたに

　　７０１-４２４４・岡山県瀬戸内市邑久町福中・おくちようふくなか

　　７０１-４２４１・岡山県瀬戸内市邑久町福元・おくちようふくもと

　　７０１-４２４５・岡山県瀬戸内市邑久町福山・おくちようふくやま

　　７０１-４２１４・岡山県瀬戸内市邑久町本庄・おくちようほんじよう

　　７０１-４２５４・岡山県瀬戸内市邑久町豆田・おくちようまめだ

　　７０１-４２５３・岡山県瀬戸内市邑久町箕輪・おくちようみのわ

　　７０１-４２３３・岡山県瀬戸内市邑久町向山・おくちようむこうやま

　　７０１-４５０１・岡山県瀬戸内市邑久町虫明・おくちようむしあげ

　　７０１-４２４８・岡山県瀬戸内市邑久町百田・おくちようももだ

　　７０１-４２４６・岡山県瀬戸内市邑久町山田庄・おくちようやまだのしよう

　　７０１-４２１３・岡山県瀬戸内市邑久町山手・おくちようやまて

　　７０１-４２６１・岡山県瀬戸内市長船町飯井・おさふねちよういい

　　７０１-４２７３・岡山県瀬戸内市長船町磯上・おさふねちよういそかみ

　　７０１-４２７４・岡山県瀬戸内市長船町牛文・おさふねちよううしふみ

　　７０１-４２７１・岡山県瀬戸内市長船町長船・おさふねちようおさふね

　　７０１-４２６３・岡山県瀬戸内市長船町西須恵・おさふねちようにしすえ

　　７０１-４２６４・岡山県瀬戸内市長船町土師・おさふねちようはじ

　　７０１-４２７６・岡山県瀬戸内市長船町服部・おさふねちようはつとり

　　７０１-４２６２・岡山県瀬戸内市長船町東須恵・おさふねちようひがしすえ

　　７０１-４２６５・岡山県瀬戸内市長船町福岡・おさふねちようふくおか

　　７０１-４２７５・岡山県瀬戸内市長船町福里・おさふねちようふくさと

　　７０１-４２７２・岡山県瀬戸内市長船町八日市・おさふねちようようかいち

　　７０９-０８００・岡山県赤磐市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７０１-２４４３・岡山県赤磐市合田・あいだ

　　７０１-２５１４・岡山県赤磐市石・ いじ

　　７０１-２４４５・岡山県赤磐市石上・いしかみ

　　７０９-０８３１・岡山県赤磐市五日市・いつかいち

　　７０１-２５１１・岡山県赤磐市稲蒔・いなまき



　　７０１-２２１３・岡山県赤磐市今井・いまい

　　７０９-０８２２・岡山県赤磐市岩田・いわた

　　７０９-０７１１・岡山県赤磐市円光寺・えんこうじ

　　７０１-２２２１・岡山県赤磐市大苅田・おおかんだ

　　７０１-２２０５・岡山県赤磐市大屋・おおや

　　７０９-０７０２・岡山県赤磐市岡・おか

　　７０１-２４４６・岡山県赤磐市小鎌・おがも

　　７０９-０７１３・岡山県赤磐市奥吉原・おくよしはら

　　７０９-０７１７・岡山県赤磐市小瀬木・おせぎ

　　７０９-０８０６・岡山県赤磐市尾谷・おだに

　　７０９-０７３３・岡山県赤磐市可真上・かまかみ

　　７０９-０７３２・岡山県赤磐市可真下・かましも

　　７０９-０８１７・岡山県赤磐市上市・かみいち

　　７０９-０８３７・岡山県赤磐市上仁保・かみにほﾞ

　　７０９-０８３４・岡山県赤磐市鴨前・かもさき

　　７０９-０７１９・岡山県赤磐市河田原・かわたはら

　　７０１-２５０１・岡山県赤磐市河原屋・かわらや

　　７０１-２２１１・岡山県赤磐市北佐古田・きたさこだ

　　７０１-２５０２・岡山県赤磐市草生・くそう

　　７０９-０８３３・岡山県赤磐市熊崎・くまざき

　　７０１-２５１２・岡山県赤磐市暮田・くれだ

　　７０１-２５２２・岡山県赤磐市黒沢・くろさわ

　　７０１-２５２１・岡山県赤磐市黒本・くろもと

　　７０１-２５１５・岡山県赤磐市光木・こうき

　　７０９-０８０１・岡山県赤磐市神田・こうだ

　　７０９-０８２１・岡山県赤磐市河本・こうもと

　　７０１-２２０１・岡山県赤磐市小原・こはﾞら

　　７０１-２５２５・岡山県赤磐市是里・これさと

　　７０９-０８１３・岡山県赤磐市斎富・さいどみ

　　７０１-２２０２・岡山県赤磐市坂辺・さかなべ

　　７０９-０８０２・岡山県赤磐市桜が丘西・ さくらがおかにじ

　　７０９-０７２１・岡山県赤磐市桜が丘東・ さくらがおかひがじ

　　７０９-０７０６・岡山県赤磐市佐古・さこ

　　７０９-０７０４・岡山県赤磐市沢原・さわはら

　　７０９-０８２７・岡山県赤磐市山陽・さんよう

　　７０１-２４３２・岡山県赤磐市塩木・しおぎ

　　７０９-０８１６・岡山県赤磐市下市・しもいち

　　７０９-０８３６・岡山県赤磐市下仁保・しもにほﾞ

　　７０９-０７０１・岡山県赤磐市酌田・しやくだ

　　７０９-０７３１・岡山県赤磐市石蓮寺・しやくれんじ

　　７０９-０８３２・岡山県赤磐市正崎・しようざき

　　７０１-２５０３・岡山県赤磐市周匝・すさい

　　７０９-０７１５・岡山県赤磐市勢力・せいりき

　　７０９-０７１４・岡山県赤磐市千躰・せんだ

　　７０１-２２０３・岡山県赤磐市惣分・そうぶん

　　７０１-２２１６・岡山県赤磐市多賀・たが

　　７０９-０８１１・岡山県赤磐市高屋・たかや

　　７０１-２５２４・岡山県赤磐市滝山・たきやま

　　７０９-０８１５・岡山県赤磐市立川・たつかわ

　　７０９-０８０７・岡山県赤磐市津崎・つざき

　　７０９-０７１８・岡山県赤磐市釣井・つるい

　　７０９-０８３８・岡山県赤磐市斗有・とあり

　　７０９-０７１６・岡山県赤磐市徳富・とくどみ

　　７０１-２４３１・岡山県赤磐市戸津野・とつの

　　７０９-０７０３・岡山県赤磐市殿谷・とのだに

　　７０９-０８２３・岡山県赤磐市長尾・ながお

　　７０９-０８０３・岡山県赤磐市中島・なかしま

　　７０１-２４３７・岡山県赤磐市中勢実・なかせいじつ

　　７０１-２４４４・岡山県赤磐市中畑・なかはた

　　７０１-２５２３・岡山県赤磐市中山・なかやま

　　７０１-２２１５・岡山県赤磐市西軽部・にしかるべ

　　７０１-２２２４・岡山県赤磐市西窪田・にしくほﾞた

　　７０１-２４４１・岡山県赤磐市西勢実・にしせいじつ

　　７０９-０８３５・岡山県赤磐市西中・にしなか

　　７０１-２４３５・岡山県赤磐市仁堀中・にほﾞりなか

　　７０１-２４３６・岡山県赤磐市仁堀西・ にほﾞりにじ

　　７０１-２４３４・岡山県赤磐市仁堀東・ にほﾞりひがじ

　　７０９-０８１２・岡山県赤磐市沼田・ぬた

　　７０９-０７３５・岡山県赤磐市野間・のま

　　７０９-０７３６・岡山県赤磐市稗田・ひえだ



　　７０１-２２１４・岡山県赤磐市東軽部・ひがしかるべ

　　７０１-２２２３・岡山県赤磐市東窪田・ひがしくほﾞた

　　７０９-０８０４・岡山県赤磐市日古木・ひこぎ

　　７０１-２４３３・岡山県赤磐市平山・ひらやま

　　７０１-２４４２・岡山県赤磐市広戸・ひろど

　　７０１-２５０４・岡山県赤磐市福田・ふくだ

　　７０９-０８０５・岡山県赤磐市二井・ふたい

　　７０９-０８２４・岡山県赤磐市穂崎・ほさき

　　７０１-２２２２・岡山県赤磐市町苅田・まちかんだ

　　７０９-０７０５・岡山県赤磐市松木・まつき

　　７０９-０８２５・岡山県赤磐市馬屋・まや

　　７０９-０８１４・岡山県赤磐市南方・みなみがた

　　７０１-２２１２・岡山県赤磐市南佐古田・みなみさこだ

　　７０９-０７３４・岡山県赤磐市弥上・やがみ

　　７０１-２５１３・岡山県赤磐市八島田・やしまだ

　　７０１-２２２５・岡山県赤磐市山口・やまぐち

　　７０１-２２０４・岡山県赤磐市山手・やまて

　　７０１-２２２６・岡山県赤磐市由津里・ゆつﾞり

　　７０９-０７１２・岡山県赤磐市吉原・よしはら

　　７０９-０８２６・岡山県赤磐市和田・わだ

　　７１９-３１００・岡山県真庭市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７１９-３１０１・岡山県真庭市赤野・あかの

　　７１６-１４３１・岡山県真庭市阿口・あくち

　　７１７-００２６・岡山県真庭市荒田・あらた

　　７１７-０４２１・岡山県真庭市粟谷・あわだに

　　７１９-３１５１・岡山県真庭市一色・いしき

　　７１７-０４１３・岡山県真庭市禾津・いなつ

　　７１７-０７４５・岡山県真庭市岩井畝・いわいうね

　　７１７-０７４４・岡山県真庭市岩井谷・いわいだに

　　７１９-３１３１・岡山県真庭市上山・うえやま

　　７１７-０７４２・岡山県真庭市後谷・うしろだに

　　７１７-００２５・岡山県真庭市後谷畝・うしろだにうね

　　７１７-００２３・岡山県真庭市江川・えがわ

　　７１９-３１０２・岡山県真庭市大庭・おおはﾞ

　　７１７-００１５・岡山県真庭市岡・おか

　　７１９-３１４４・岡山県真庭市落合垂水・おちあいたるみ

　　７１９-３１１１・岡山県真庭市開田・かいで

　　７１９-３１１２・岡山県真庭市影・かげ

　　７１９-３２１１・岡山県真庭市樫西・ かしにじ

　　７１９-３２２３・岡山県真庭市樫東・ かしひがじ

　　７１９-３１５２・岡山県真庭市鹿田・かつた

　　７１７-００１３・岡山県真庭市勝山・かつやま

　　７１７-０１０１・岡山県真庭市鉄山・かねやま

　　７１７-０７４６・岡山県真庭市上・かみ

　　７１６-１４３２・岡山県真庭市上呰部・かみあざえ

　　７１９-３１４１・岡山県真庭市上市瀬・かみいちぜ

　　７１９-３１２１・岡山県真庭市上河内・かみごうち

　　７１６-１４２２・岡山県真庭市上中津井・かみなかつい

　　７１６-１４１１・岡山県真庭市上水田・かみみずた

　　７１７-０００４・岡山県真庭市神庭・かんはﾞ

　　７１９-３１４２・岡山県真庭市木山・きやま

　　７１７-０４１４・岡山県真庭市釘貫小川・くぎぬきこがわ

　　７１９-３２０５・岡山県真庭市草加部・くさかべ

　　７１９-３２０１・岡山県真庭市久世・くせ

　　７１７-０００６・岡山県真庭市組・くみ

　　７１９-３１５３・岡山県真庭市栗原・くりはら

　　７１７-０４２３・岡山県真庭市黒杭・くろくい

　　７１７-０１０２・岡山県真庭市黒田・くろだ

　　７１９-３２０６・岡山県真庭市神・こう

　　７１７-００２７・岡山県真庭市神代・こうじろ

　　７１９-３２２８・岡山県真庭市五反・ごたん

　　７１９-３１０３・岡山県真庭市古見・こみ

　　７１６-１４０１・岡山県真庭市五名・ごみよう

　　７１７-０７３６・岡山県真庭市古呂々尾中・ころろびなか

　　７１９-３１５４・岡山県真庭市佐引・さびき

　　７１７-００２２・岡山県真庭市三田・さんでん

　　７１７-００１４・岡山県真庭市柴原・しはﾞら

　　７１６-１４３３・岡山県真庭市下呰部・しもあざえ

　　７１９-３１４３・岡山県真庭市下市瀬・しもいちぜ

　　７１７-０７３５・岡山県真庭市下岩・しもいわ



　　７１９-３１５５・岡山県真庭市下方・しもがた

　　７１９-３１２２・岡山県真庭市下河内・しもごうち

　　７１６-１４２１・岡山県真庭市下中津井・しもなかつい

　　７１９-３１２３・岡山県真庭市下見・しもみ

　　７１７-０４０３・岡山県真庭市下湯原・しもゆはﾞら

　　７１７-０００２・岡山県真庭市菅谷・すがたに

　　７１９-３１１３・岡山県真庭市杉山・すぎやま

　　７１７-０７３７・岡山県真庭市清谷・せいたに

　　７１９-３１５６・岡山県真庭市関・せき

　　７１９-３２０４・岡山県真庭市惣・そう

　　７１９-３２２７・岡山県真庭市台金屋・だいかなや

　　７１７-０７３２・岡山県真庭市高田山上・たかたやまうえ

　　７１９-３１１４・岡山県真庭市高屋・たかや

　　７１７-０１０３・岡山県真庭市田口・たぐち

　　７１７-０００３・岡山県真庭市竹原・たけはﾞら

　　７１９-３２１３・岡山県真庭市多田・ただ

　　７１７-０４２４・岡山県真庭市種・たね

　　７１７-０４０１・岡山県真庭市田羽根・たはﾞね

　　７１９-３１０４・岡山県真庭市田原・たはら

　　７１９-３１３２・岡山県真庭市田原山上・たはらさんじよう

　　７１９-３１３３・岡山県真庭市旦土・だんど

　　７１７-００２４・岡山県真庭市月田・つきだ

　　７１７-０７４３・岡山県真庭市月田本・つきだほん

　　７１７-０４１５・岡山県真庭市都喜足・つぎたる

　　７１９-３２０３・岡山県真庭市富尾・とみのお

　　７１７-０４０６・岡山県真庭市豊栄・とよさか

　　７１９-３１１５・岡山県真庭市中・なか

　　７１９-３１２４・岡山県真庭市中河内・なかごうち

　　７１９-３２０２・岡山県真庭市中島・なかしま

　　７１９-３２２５・岡山県真庭市中原・なかはﾞら

　　７１７-０４１６・岡山県真庭市仲間・なかま

　　７１９-３２１４・岡山県真庭市鍋屋・なべや

　　７１９-３１４５・岡山県真庭市西河内・にしごうち

　　７１９-３１０５・岡山県真庭市西原・にしはﾞら

　　７１７-０７３４・岡山県真庭市野・の

　　７１９-３１０６・岡山県真庭市野川・のがわ

　　７１９-３１３４・岡山県真庭市野原・のはら

　　７１７-０１０４・岡山県真庭市延風・のぶかぜ

　　７１７-０４０５・岡山県真庭市久見・ひさみ

　　７１７-０４２５・岡山県真庭市小童谷・ひじや

　　７１９-３１１６・岡山県真庭市日名・ひな

　　７１９-３１４６・岡山県真庭市日野上・ひのうえ

　　７１９-３１０７・岡山県真庭市平松・ひらまつ

　　７１７-０６１２・岡山県真庭市蒜山上徳山・ひるぜんかみとくやま

　　７１７-０５０５・岡山県真庭市蒜山上長田・ひるぜんかみながた

　　７１７-０６０２・岡山県真庭市蒜山上福田・ひるぜんかみふくだ

　　７１７-０５１３・岡山県真庭市蒜山下和・ひるぜんしたお

　　７１７-０６１３・岡山県真庭市蒜山下徳山・ひるぜんしもとくやま

　　７１７-０５０６・岡山県真庭市蒜山下長田・ひるぜんしもながた

　　７１７-０５０４・岡山県真庭市蒜山下福田・ひるぜんしもふくだ

　　７１７-０５０７・岡山県真庭市蒜山下見・ひるぜんしもみ

　　７１７-０５０２・岡山県真庭市蒜山富掛田・ひるぜんとみかけだ

　　７１７-０５０３・岡山県真庭市蒜山富山根・ひるぜんとみやまね

　　７１７-０５０１・岡山県真庭市蒜山中福田・ひるぜんなかふくだ

　　７１７-０６０４・岡山県真庭市蒜山西茅部・ひるぜんにしかやべ

　　７１７-０５１１・岡山県真庭市蒜山初和・ひるぜんはつわ

　　７１７-０６０３・岡山県真庭市蒜山東茅部・ひるぜんひがしかやべ

　　７１７-０５１５・岡山県真庭市蒜山別所・ひるぜんべつしよ

　　７１７-０６１１・岡山県真庭市蒜山本茅部・ひるぜんほんかやべ

　　７１７-０５１２・岡山県真庭市蒜山真加子・ひるぜんまかご

　　７１７-０６０１・岡山県真庭市蒜山湯船・ひるぜんゆぶね

　　７１７-０５１４・岡山県真庭市蒜山吉田・ひるぜんよしだ

　　７１９-３１１７・岡山県真庭市福田・ふくだ

　　７１７-００２１・岡山県真庭市福谷・ふくたに

　　７１７-０４２２・岡山県真庭市藤森・ふじもり

　　７１９-３１５７・岡山県真庭市別所・べつしよ

　　７１９-３１２５・岡山県真庭市法界寺・ほうかいじ

　　７１７-０００１・岡山県真庭市星山・ほしやま

　　７１７-０００７・岡山県真庭市本郷・ほんごう

　　７１７-０４１２・岡山県真庭市本庄・ほんじよう



　　７１９-３１３５・岡山県真庭市舞高・まいたか

　　７１７-００１７・岡山県真庭市真賀・まが

　　７１７-０７３１・岡山県真庭市曲り・まがり

　　７１７-００１６・岡山県真庭市正吉・ まさよじ

　　７１７-０４１１・岡山県真庭市見明戸・みあけど

　　７１７-００１１・岡山県真庭市見尾・みお

　　７１７-０１０５・岡山県真庭市美甘・みかも

　　７１９-３２１２・岡山県真庭市三阪・みさか

　　７１９-３２２６・岡山県真庭市三崎・みさき

　　７１７-０４２６・岡山県真庭市三世七原・みせしちはﾞら

　　７１６-１４０３・岡山県真庭市宮地・みやじ

　　７１９-３１２６・岡山県真庭市向津矢・むかつや

　　７１９-３２２４・岡山県真庭市目木・めき

　　７１７-０４０４・岡山県真庭市社・やしろ

　　７１７-００１２・岡山県真庭市山久世・やまくせ

　　７１６-１４０２・岡山県真庭市山田・やまだ

　　７１７-０４０２・岡山県真庭市湯原温泉・ゆはﾞらおんせん

　　７１７-０００５・岡山県真庭市横部・よこべ

　　７１９-３１３６・岡山県真庭市吉・ よじ

　　７１９-３２２１・岡山県真庭市余野上・よのかみ

　　７１９-３２２２・岡山県真庭市余野下・よのしも

　　７１７-０７４１・岡山県真庭市若代・わかしろ

　　７１７-０７３３・岡山県真庭市若代畝・わかしろうね

　　７０７-００００・岡山県美作市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７０１-２６２３・岡山県美作市英田青野・あいだあおの

　　７０７-００６５・岡山県美作市青木・あおき

　　７０７-０４３２・岡山県美作市赤田・あかだ

　　７０９-４２３２・岡山県美作市芦河内・あしごうち

　　７０７-００５３・岡山県美作市安蘇・あそ

　　７０９-４２０５・岡山県美作市粟井中・あわいなか

　　７０７-０４３７・岡山県美作市粟野・あわの

　　７０１-２６０６・岡山県美作市井口・いぐち

　　７０７-００５２・岡山県美作市位田・いでん

　　７０７-００５１・岡山県美作市稲穂・いなほ

　　７０７-００３４・岡山県美作市猪臥・ いぶじ

　　７０７-０４１６・岡山県美作市今岡・いまおか

　　７０９-４２２２・岡山県美作市岩辺・いわなべ

　　７０７-００５４・岡山県美作市岩見田・いわみだ

　　７０１-２６１４・岡山県美作市上山・うえやま

　　７０７-０４０１・岡山県美作市後山・うしろやま

　　７０７-０２０４・岡山県美作市右手・うて

　　７０７-０４１１・岡山県美作市江ノ原・えのはら

　　７０９-４２３４・岡山県美作市江見・えみ

　　７０９-４２２７・岡山県美作市江見吉田・えみよしだ

　　７０７-０００５・岡山県美作市大井が丘・おおいがおか

　　７０９-４２２３・岡山県美作市大内谷・おおうちだに

　　７０７-０４０４・岡山県美作市太田・おおた

　　７０７-００３３・岡山県美作市大原・おおはﾞら

　　７０７-０１２４・岡山県美作市大町・おおまち

　　７０１-２６０５・岡山県美作市奥・おく

　　７０７-００６７・岡山県美作市奥大谷・おくおおたに

　　７０１-２６０１・岡山県美作市尾谷・おたに

　　７０９-４２０３・岡山県美作市小野・おの

　　７０９-４２１５・岡山県美作市小ノ谷・おのたに

　　７０７-０１３２・岡山県美作市小畑・おはﾞた

　　７０７-０４２３・岡山県美作市小原田・おはらだ

　　７０９-４２０１・岡山県美作市小房・おぶさ

　　７０７-００４４・岡山県美作市海田・かいた

　　７０９-４２５３・岡山県美作市柿ケ原・かきがはら

　　７０７-０２０１・岡山県美作市梶並・かじなみ

　　７０９-４２０２・岡山県美作市梶原・かじわら

　　７０７-０４２６・岡山県美作市桂坪・かつらつほﾞ

　　７０７-００５５・岡山県美作市金原・かなはら

　　７０９-４２４６・岡山県美作市上福原・かみふくはら

　　７０７-０００１・岡山県美作市上相・かみや

　　７０７-０４２１・岡山県美作市川上・かわかみ

　　７０９-４２３６・岡山県美作市川北・かわぎた

　　７０７-０４３６・岡山県美作市川戸・かわと

　　７０７-０４０７・岡山県美作市川東・ かわひがじ

　　７０１-２６１１・岡山県美作市北・きた



　　７０７-００６３・岡山県美作市北坂・きたさか

　　７０７-００３６・岡山県美作市北原・きたはﾞら

　　７０７-００１４・岡山県美作市北山・きたやま

　　７０７-０１１１・岡山県美作市久賀・くが

　　７０７-００４２・岡山県美作市朽木・くつぎ

　　７０９-４２５５・岡山県美作市国貞・くにさだ

　　７０７-０２０２・岡山県美作市楮・こうぞ

　　７０７-０１３１・岡山県美作市河内・こうち

　　７０７-００４５・岡山県美作市巨勢・こせ

　　７０９-４２１１・岡山県美作市五名・ごみよう

　　７０７-００２５・岡山県美作市栄町・さかえまち

　　７０９-４２０４・岡山県美作市鷺巣・さぎす

　　７０７-０４２２・岡山県美作市笹岡・ささおか

　　７０７-０４３５・岡山県美作市沢田・さわだ

　　７０７-００６６・岡山県美作市下大谷・しもおおたに

　　７０７-００１６・岡山県美作市下香山・しもかやま

　　７０７-０４２５・岡山県美作市下庄町・しもしようまち

　　７０７-０４１７・岡山県美作市下町・しもまち

　　７０１-２６２１・岡山県美作市下山・しもやま

　　７０１-２６２５・岡山県美作市城田・じようでん

　　７０９-４２５１・岡山県美作市白水・しらみず

　　７０７-０１３３・岡山県美作市杉原・すぎはら

　　７０９-４２５６・岡山県美作市鈴家・すずけ

　　７０９-４２５２・岡山県美作市角南・すなみ

　　７０９-４２２１・岡山県美作市瀬戸・せと

　　７０７-０４３１・岡山県美作市田井・たい

　　７０９-４２１３・岡山県美作市大聖寺・だいしようじ

　　７０７-０４２７・岡山県美作市滝・たき

　　７０１-２６１２・岡山県美作市滝宮・たきみや

　　７０９-４２４５・岡山県美作市竹田・たけだ

　　７０７-０４３３・岡山県美作市立石・ たていじ

　　７０７-００１２・岡山県美作市田殿・たどの

　　７０９-４２５７・岡山県美作市田渕・たぶち

　　７０９-４２４２・岡山県美作市田原・たわら

　　７０９-４２４４・岡山県美作市土居・どい

　　７０７-００６４・岡山県美作市殿所・とのどころ

　　７０７-００３７・岡山県美作市友野・ともの

　　７０７-００１５・岡山県美作市豊国原・とよくにはら

　　７０９-４２２４・岡山県美作市豊野・とよの

　　７０１-２６２２・岡山県美作市鳥渕・とりぶち

　　７０７-００５６・岡山県美作市長内・ながうち

　　７０７-０００２・岡山県美作市中尾・なかお

　　７０１-２６１５・岡山県美作市中川・なかがわ

　　７０１-２６２４・岡山県美作市中河内・なかごうち

　　７０７-０４０２・岡山県美作市中谷・なかだに

　　７０７-０４１３・岡山県美作市中町・なかまち

　　７０７-００６１・岡山県美作市中山・なかやま

　　７０９-４２２６・岡山県美作市鯰・なまず

　　７０７-００２２・岡山県美作市楢原上・ならはらかみ

　　７０７-００２４・岡山県美作市楢原下・ならはらしも

　　７０７-００２１・岡山県美作市楢原中・ならはらなか

　　７０９-４２３１・岡山県美作市南海・なんがい

　　７０７-０４１４・岡山県美作市西町・にしまち

　　７０７-０００４・岡山県美作市入田・にゆうた

　　７０７-０４２４・岡山県美作市野形・のがた

　　７０７-０４０５・岡山県美作市野原・のはら

　　７０７-００５７・岡山県美作市則平・のりひら

　　７０７-０１２１・岡山県美作市長谷内・はせうち

　　７０７-００４１・岡山県美作市林野・はやしの

　　７０９-４２３５・岡山県美作市原・はら

　　７０７-０４０３・岡山県美作市東青野・ひがしあおの

　　７０７-０２０５・岡山県美作市東谷上・ひがしだにかみ

　　７０７-０２０６・岡山県美作市東谷下・ひがしだにしも

　　７０７-０４０６・岡山県美作市東吉田・ひがしよしだ

　　７０９-４２４１・岡山県美作市日指・ ひさじ

　　７０７-００３５・岡山県美作市平田・ひらた

　　７０７-００２３・岡山県美作市平福・ひらふく

　　７０１-２６０４・岡山県美作市福本・ふくもと

　　７０９-４２３３・岡山県美作市藤生・ふじゆう

　　７０７-０４１２・岡山県美作市古町・ふるまち



　　７０７-０１２２・岡山県美作市馬形・まがた

　　７０７-０１１３・岡山県美作市真加部・まかべ

　　７０１-２６０２・岡山県美作市真神・まがみ

　　７０９-４２２５・岡山県美作市松脇・まつわき

　　７０７-０２０３・岡山県美作市真殿・まとの

　　７０９-４２１４・岡山県美作市豆田・まめだ

　　７０９-４２５４・岡山県美作市万善・まんぜん

　　７０７-００４３・岡山県美作市海内・みうち

　　７０７-００４６・岡山県美作市三倉田・みくらだ

　　７０１-２６１６・岡山県美作市南・みなみ

　　７０７-０４３４・岡山県美作市壬生・みぶ

　　７０１-２６０３・岡山県美作市三保原・みほはﾞら

　　７０９-４２１２・岡山県美作市宮原・みやはﾞら

　　７０７-０４１５・岡山県美作市宮本・みやもと

　　７０７-０００３・岡山県美作市明見・みようけん

　　７０７-０１２３・岡山県美作市宗掛・むなかけ

　　７０７-０１３４・岡山県美作市矢田・やた

　　７０７-００３１・岡山県美作市山口・やまぐち

　　７０９-４２４７・岡山県美作市山城・やましろ

　　７０９-４２１６・岡山県美作市山手・やまて

　　７０７-００３２・岡山県美作市山外野・やまとの

　　７０７-００６２・岡山県美作市湯郷・ゆのごう

　　７０１-２６１３・岡山県美作市横尾・よこお

　　７０７-００１３・岡山県美作市吉・ よじ

　　７０７-０１１２・岡山県美作市余野・よの

　　７０９-４２４３・岡山県美作市蓮花寺・れんげじ

　　７０７-００１１・岡山県美作市和田・わだ

　　７１９-０２００・岡山県浅口市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７１９-０２４３・岡山県浅口市鴨方町鴨方・かもがたちようかもがた

　　７１９-０２３１・岡山県浅口市鴨方町小坂西・ かもがたちようこさかにじ

　　７１９-０２４１・岡山県浅口市鴨方町小坂東・ かもがたちようこさかひがじ

　　７１９-０２３３・岡山県浅口市鴨方町地頭上・かもがたちようちﾞとうかみ

　　７１９-０２５３・岡山県浅口市鴨方町鳩ケ丘・かもがたちようはとがおか

　　７１９-０２４４・岡山県浅口市鴨方町深田・かもがたちようふかだ

　　７１９-０２３２・岡山県浅口市鴨方町本庄・かもがたちようほんじよ

　　７１９-０２３４・岡山県浅口市鴨方町益坂・かもがたちようますさか

　　７１９-０２４２・岡山県浅口市鴨方町みどりケ丘・かもがたちようみどりがおか

　　７１９-０２５２・岡山県浅口市鴨方町六条院中・かもがたちようろくじよういんなか

　　７１９-０２５１・岡山県浅口市鴨方町六条院西・ かもがたちようろくじよういんにじ

　　７１９-０２５４・岡山県浅口市鴨方町六条院東・ かもがたちようろくじよういんひがじ

　　７１９-０１０５・岡山県浅口市金光町占見・こんこうちよううらみ

　　７１９-０１０４・岡山県浅口市金光町占見新田・こんこうちよううらみしんでん

　　７１９-０１１１・岡山県浅口市金光町大谷・こんこうちようおおたに

　　７１９-０２２１・岡山県浅口市金光町上竹（遙照山）・こんこうちようかみだけ(ようしようざん)

　　７１９-０１０１・岡山県浅口市金光町上竹（その他）・こんこうちようかみだけ(そのた)

　　７１９-０１１３・岡山県浅口市金光町佐方・こんこうちようさがた

　　７１９-０１０６・岡山県浅口市金光町地頭下・こんこうちようじとうしも

　　７１９-０１０２・岡山県浅口市金光町下竹・こんこうちようしもだけ

　　７１９-０１１２・岡山県浅口市金光町須恵・こんこうちようすえ

　　７１９-０１０３・岡山県浅口市金光町八重・こんこうちようやえ

　　７１４-０１０１・岡山県浅口市寄島町・よりしまちよう

　　７０９-０４００・岡山県和気郡和気町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７０９-０４１３・岡山県和気郡和気町泉・いずみ

　　７０９-０５１３・岡山県和気郡和気町岩戸・いわと

　　７０９-０５２５・岡山県和気郡和気町宇生・うぶ

　　７０９-０４１４・岡山県和気郡和気町大田原・おおたわら

　　７０９-０４３２・岡山県和気郡和気町大中山・おおなかやま

　　７０９-０５０１・岡山県和気郡和気町奥塩田・おくしおた

　　７０９-０５２２・岡山県和気郡和気町加三方・かみがた

　　７０９-０５０４・岡山県和気郡和気町北山方・きたやまがた

　　７０９-０４４１・岡山県和気郡和気町衣笠・きぬがさ

　　７０９-０４０４・岡山県和気郡和気町木倉・きのくら

　　７０９-０５２３・岡山県和気郡和気町小坂・こざか

　　７０９-０５１４・岡山県和気郡和気町佐伯・さえき

　　７０９-０５０６・岡山県和気郡和気町塩田・しおた

　　７０９-０４３１・岡山県和気郡和気町清水・しみず

　　７０９-０４２２・岡山県和気郡和気町尺所・しやくそ

　　７０９-０５２４・岡山県和気郡和気町田賀・たが

　　７０９-０５１２・岡山県和気郡和気町田土・たど

　　７０９-０４６３・岡山県和気郡和気町田原上・たわらかみ



　　７０９-０４６４・岡山県和気郡和気町田原下・たわらしも

　　７０９-０５２１・岡山県和気郡和気町父井原・ちちいはﾞら

　　７０９-０５１６・岡山県和気郡和気町津瀬・つぜ

　　７０９-０５０５・岡山県和気郡和気町苦木・にがき

　　７０９-０４６１・岡山県和気郡和気町原・はら

　　７０９-０４０２・岡山県和気郡和気町日笠上・ひかさかみ

　　７０９-０４０３・岡山県和気郡和気町日笠下・ひかさしも

　　７０９-０４２１・岡山県和気郡和気町日室・ひむろ

　　７０９-０４４２・岡山県和気郡和気町福富・ふくとみ

　　７０９-０４１２・岡山県和気郡和気町藤野・ふじの

　　７０９-０４０１・岡山県和気郡和気町保曽・ほそう

　　７０９-０４６２・岡山県和気郡和気町本・ほん

　　７０９-０４５２・岡山県和気郡和気町益原・ますはﾞら

　　７０９-０５０２・岡山県和気郡和気町丸山・まるやま

　　７０９-０５０３・岡山県和気郡和気町南山方・みなみやまがた

　　７０９-０５１１・岡山県和気郡和気町矢田・やた

　　７０９-０５２６・岡山県和気郡和気町矢田部・やたべ

　　７０９-０４１１・岡山県和気郡和気町吉田・よしだ

　　７０９-０５１５・岡山県和気郡和気町米澤・よねざわ

　　７０９-０４５１・岡山県和気郡和気町和気・わけ

　　７０１-０３００・岡山県都窪郡早島町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７０１-０３０４・岡山県都窪郡早島町早島・はやしま

　　７０１-０３０３・岡山県都窪郡早島町前潟・まえがた

　　７０１-０３０１・岡山県都窪郡早島町矢尾・やお

　　７０１-０３０２・岡山県都窪郡早島町若宮・わかみや

　　７１９-０３００・岡山県浅口郡里庄町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７１９-０３０１・岡山県浅口郡里庄町里見・さとみ

　　７１９-０３０２・岡山県浅口郡里庄町新庄・しんじよう

　　７１９-０３０４・岡山県浅口郡里庄町新庄グリーンクレスト・しんじようぐりｰんくれすと

　　７１９-０３０３・岡山県浅口郡里庄町浜中・はまなか

　　７１４-１２００・岡山県小田郡矢掛町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７１４-１２２５・岡山県小田郡矢掛町浅海・あすみ

　　７１４-１２０５・岡山県小田郡矢掛町宇角・うずみ

　　７１４-１２０６・岡山県小田郡矢掛町内田・うちだ

　　７１４-１２２１・岡山県小田郡矢掛町宇内・うない

　　７１４-１２２６・岡山県小田郡矢掛町江良・えら

　　７１４-１２２７・岡山県小田郡矢掛町小田・おだ

　　７１４-１２０２・岡山県小田郡矢掛町小林・ おはﾞやじ

　　７１４-１２０３・岡山県小田郡矢掛町上高末・かみこうずえ

　　７１４-１２１３・岡山県小田郡矢掛町里山田・さとやまだ

　　７１４-１２０４・岡山県小田郡矢掛町下高末・しもこうずえ

　　７１４-１２１５・岡山県小田郡矢掛町中・なか

　　７１４-１２２２・岡山県小田郡矢掛町西川面・にしかわも

　　７１４-１２２３・岡山県小田郡矢掛町東川面・ひがしかわも

　　７１４-１２１１・岡山県小田郡矢掛町東三成・ひがしみなり

　　７１４-１２１４・岡山県小田郡矢掛町南山田・みなみやまだ

　　７１４-１２２４・岡山県小田郡矢掛町本堀・もとほり

　　７１４-１２０１・岡山県小田郡矢掛町矢掛・やかげ

　　７１４-１２１２・岡山県小田郡矢掛町横谷・よこだに

　　７１７-０２０１・岡山県真庭郡新庄村新庄村一円・しんじようそんいちえん

　　７０８-０３００・岡山県苫田郡鏡野町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７０８-０４２１・岡山県苫田郡鏡野町井坂・いざか

　　７０８-０３１５・岡山県苫田郡鏡野町市場・いちはﾞ

　　７０８-０３５１・岡山県苫田郡鏡野町入・いり

　　７０８-０３０２・岡山県苫田郡鏡野町岩屋・いわや

　　７０８-０３２１・岡山県苫田郡鏡野町円宗寺・えんじゆうじ

　　７０８-０７０４・岡山県苫田郡鏡野町大・おお

　　７０８-０３０３・岡山県苫田郡鏡野町大町・おおまち

　　７０８-０３２２・岡山県苫田郡鏡野町沖・おき

　　７０８-０５０３・岡山県苫田郡鏡野町奥津・おくつ

　　７０８-０５０４・岡山県苫田郡鏡野町奥津川西・ おくつかわにじ

　　７０８-０３６３・岡山県苫田郡鏡野町小座・おざ

　　７０８-０４２３・岡山県苫田郡鏡野町女原・おなはﾞら

　　７０８-０３１２・岡山県苫田郡鏡野町香々美・かがみ

　　７０８-０６０１・岡山県苫田郡鏡野町上齋原・かみさいはﾞら

　　７０８-０３６１・岡山県苫田郡鏡野町上森原・かみもりはﾞら

　　７０８-０７０５・岡山県苫田郡鏡野町楠・くす

　　７０８-０４３２・岡山県苫田郡鏡野町久田上原・くたかみのはら

　　７０８-０４３３・岡山県苫田郡鏡野町久田下原・くたしものはら

　　７０８-０３１３・岡山県苫田郡鏡野町公保田・くほうでん



　　７０８-０４３５・岡山県苫田郡鏡野町黒木・くろぎ

　　７０８-０４３１・岡山県苫田郡鏡野町河内・こうち

　　７０８-０３４３・岡山県苫田郡鏡野町河本・こうもと

　　７０８-０３０１・岡山県苫田郡鏡野町越畑・こしわた

　　７０８-０３０４・岡山県苫田郡鏡野町真経・さねつね

　　７０８-０３１４・岡山県苫田郡鏡野町沢田・さわた

　　７０８-０４２７・岡山県苫田郡鏡野町至孝農・しこうの

　　７０８-０５０１・岡山県苫田郡鏡野町下斎原・しもさいはﾞら

　　７０８-０３４１・岡山県苫田郡鏡野町下原・しもはﾞら

　　７０８-０３６４・岡山県苫田郡鏡野町下森原・しももりはﾞら

　　７０８-０４２４・岡山県苫田郡鏡野町杉・すぎ

　　７０８-０３２５・岡山県苫田郡鏡野町瀬戸・せと

　　７０８-０３４５・岡山県苫田郡鏡野町高山・たかやま

　　７０８-０３４２・岡山県苫田郡鏡野町薪森原・たきぎもりはﾞら

　　７０８-０３２４・岡山県苫田郡鏡野町竹田・たけだ

　　７０８-０３６５・岡山県苫田郡鏡野町塚谷・つかだに

　　７０８-０３６２・岡山県苫田郡鏡野町貞永寺・てえじ

　　７０８-０３２３・岡山県苫田郡鏡野町寺元・てらもと

　　７０８-０３１１・岡山県苫田郡鏡野町寺和田・てらわだ

　　７０８-０３１７・岡山県苫田郡鏡野町土居・どい

　　７０８-０７０３・岡山県苫田郡鏡野町富仲間・とみなかま

　　７０８-０７０１・岡山県苫田郡鏡野町富西谷・とみにしだに

　　７０８-０７０２・岡山県苫田郡鏡野町富東谷・とみひがしだに

　　７０８-０３５３・岡山県苫田郡鏡野町中谷・なかだに

　　７０８-０５０２・岡山県苫田郡鏡野町長藤・ながとう

　　７０８-０４２６・岡山県苫田郡鏡野町西屋・にしや

　　７０８-０３３１・岡山県苫田郡鏡野町布原・ぬのはら

　　７０８-０４２５・岡山県苫田郡鏡野町箱・はこ

　　７０８-０５１１・岡山県苫田郡鏡野町羽出・はで

　　７０８-０５１２・岡山県苫田郡鏡野町羽出西谷・はでにしだに

　　７０８-０３６６・岡山県苫田郡鏡野町馬場・はﾞはﾞ

　　７０８-０４３４・岡山県苫田郡鏡野町土生・はぶ

　　７０８-０３４４・岡山県苫田郡鏡野町原・はら

　　７０８-０３３３・岡山県苫田郡鏡野町古川・ふるかわ

　　７０８-０３３５・岡山県苫田郡鏡野町真加部・まかべ

　　７０８-０３３４・岡山県苫田郡鏡野町宗枝・むねだ

　　７０８-０３０５・岡山県苫田郡鏡野町百谷・ももだに

　　７０８-０３５２・岡山県苫田郡鏡野町山城・やましろ

　　７０８-０４２２・岡山県苫田郡鏡野町養野・ようの

　　７０８-０３３２・岡山県苫田郡鏡野町吉原・よしはら

　　７０８-０３１６・岡山県苫田郡鏡野町和田・わだ

　　７０９-４３００・岡山県勝田郡勝央町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７０９-４３０７・岡山県勝田郡勝央町石生・いしゆう

　　７０９-４３３５・岡山県勝田郡勝央町植月中・うえつきなか

　　７０９-４３３２・岡山県勝田郡勝央町植月東・ うえつきひがじ

　　７０９-４３３１・岡山県勝田郡勝央町植月北・うえつききた

　　７０９-４３１１・岡山県勝田郡勝央町岡・おか

　　７０９-４３１３・岡山県勝田郡勝央町小矢田・おやた

　　７０９-４３１６・岡山県勝田郡勝央町勝間田・かつまだ

　　７０９-４３０４・岡山県勝田郡勝央町上香山・かみがやま

　　７０９-４３０２・岡山県勝田郡勝央町河原・かわら

　　７０９-４３２３・岡山県勝田郡勝央町黒坂・くろさか

　　７０９-４３１２・岡山県勝田郡勝央町黒土・くろつち

　　７０９-４３０１・岡山県勝田郡勝央町下町川・しもまちがわ

　　７０９-４３０５・岡山県勝田郡勝央町曽井・そい

　　７０９-４３３３・岡山県勝田郡勝央町田井・たい

　　７０９-４３２１・岡山県勝田郡勝央町太平台・たいへいだい

　　７０９-４３３４・岡山県勝田郡勝央町平・たいら

　　７０９-４３２４・岡山県勝田郡勝央町為本・ためもと

　　７０９-４３０３・岡山県勝田郡勝央町豊久田・とよくだ

　　７０９-４３１５・岡山県勝田郡勝央町畑屋・はたや

　　７０９-４３１４・岡山県勝田郡勝央町東吉田・ひがしよしだ

　　７０９-４３２２・岡山県勝田郡勝央町福吉・ ふくよじ

　　７０９-４３０６・岡山県勝田郡勝央町美野・みの

　　７０８-１３００・岡山県勝田郡奈義町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７０８-１３１４・岡山県勝田郡奈義町荒内西・ あらうちにじ

　　７０８-１３０２・岡山県勝田郡奈義町小坂・おさか

　　７０８-１３１２・岡山県勝田郡奈義町柿・かき

　　７０８-１３２６・岡山県勝田郡奈義町上町川・かみまちがわ

　　７０８-１３０５・岡山県勝田郡奈義町行方・ぎようほう



　　７０８-１３０７・岡山県勝田郡奈義町高円・こうえん

　　７０８-１３０４・岡山県勝田郡奈義町関本・せきもと

　　７０８-１３２５・岡山県勝田郡奈義町滝本・たきもと

　　７０８-１３２３・岡山県勝田郡奈義町豊沢・とよさわ

　　７０８-１３１３・岡山県勝田郡奈義町中島東・ なかしまひがじ

　　７０８-１３１５・岡山県勝田郡奈義町中島西・ なかしまにじ

　　７０８-１３２２・岡山県勝田郡奈義町成松・なりまつ

　　７０８-１３０６・岡山県勝田郡奈義町西原・にしはﾞら

　　７０８-１３１１・岡山県勝田郡奈義町久常・ひさつね

　　７０８-１３２４・岡山県勝田郡奈義町広岡・ひろおか

　　７０８-１３０１・岡山県勝田郡奈義町馬桑・まぐわ

　　７０８-１３０３・岡山県勝田郡奈義町皆木・みなぎ

　　７０８-１３２１・岡山県勝田郡奈義町宮内・みやうち

　　７０７-０５００・岡山県英田郡西粟倉村・・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７０７-０５０５・岡山県英田郡西粟倉村筏津・いかだつ

　　７０７-０５０１・岡山県英田郡西粟倉村大茅・おおがや

　　７０７-０５０３・岡山県英田郡西粟倉村, 影石"・ かげいじ

　　７０７-０５０２・岡山県英田郡西粟倉村坂根・さかね

　　７０７-０５０６・岡山県英田郡西粟倉村知社・ちしや

　　７０７-０５０４・岡山県英田郡西粟倉村長尾・ながお

　　７０９-３６００・岡山県久米郡久米南町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７０９-３６２６・岡山県久米郡久米南町上神目・かみこうめ

　　７０９-３６１５・岡山県久米郡久米南町上二ケ・かみにか

　　７０９-３６２１・岡山県久米郡久米南町上籾・かみもみ

　　７０９-３６１２・岡山県久米郡久米南町上弓削・かみゆげ

　　７０９-３６０１・岡山県久米郡久米南町北庄・きたしよう

　　７０９-３６３４・岡山県久米郡久米南町京尾・きようのお

　　７０９-３６２７・岡山県久米郡久米南町神目中・こうめなか

　　７０９-３６０２・岡山県久米郡久米南町里方・さとがた

　　７０９-３６０５・岡山県久米郡久米南町塩之内・しおのうち

　　７０９-３６１７・岡山県久米郡久米南町下二ケ・しもにか

　　７０９-３６２４・岡山県久米郡久米南町下籾・しももみ

　　７０９-３６１４・岡山県久米郡久米南町下弓削・しもゆげ

　　７０９-３６３３・岡山県久米郡久米南町峠・とうげ

　　７０９-３６２３・岡山県久米郡久米南町中籾・なかもみ

　　７０９-３６１３・岡山県久米郡久米南町西山寺・にしやまじ

　　７０９-３６０６・岡山県久米郡久米南町羽出木・はでぎ

　　７０９-３６２２・岡山県久米郡久米南町仏教寺・ぶつきようじ

　　７０９-３６２５・岡山県久米郡久米南町別所・べつしよ

　　７０９-３６１６・岡山県久米郡久米南町全間・またま

　　７０９-３６１１・岡山県久米郡久米南町松・まつ

　　７０９-３６０４・岡山県久米郡久米南町南庄・みなみしよう

　　７０９-３６３５・岡山県久米郡久米南町南畑・みなみはた

　　７０９-３６３１・岡山県久米郡久米南町宮地・みやじ

　　７０９-３６３６・岡山県久米郡久米南町安ケ乢・やすがたわ

　　７０９-３６３２・岡山県久米郡久米南町山手・やまて

　　７０９-３６０３・岡山県久米郡久米南町山ノ城・やまのじよう

　　７０９-３７００・岡山県久米郡美咲町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７０９-３４１１・岡山県久米郡美咲町上口・うえくち

　　７０９-３７０５・岡山県久米郡美咲町打穴上・うたのかみ

　　７０９-３７０６・岡山県久米郡美咲町打穴北・うたのきた

　　７０９-３７０４・岡山県久米郡美咲町打穴里・うたのさと

　　７０９-３７０２・岡山県久米郡美咲町打穴下・うたのしも

　　７０９-３７０３・岡山県久米郡美咲町打穴中・うたのなか

　　７０９-３７０７・岡山県久米郡美咲町打穴西・ うたのにじ

　　７０８-１５０６・岡山県久米郡美咲町上間・うわま

　　７０９-３４１５・岡山県久米郡美咲町江与味・えよみ

　　７０８-１５２５・岡山県久米郡美咲町王子・おおじ

　　７０９-３７２６・岡山県久米郡美咲町大垪和西・ おおはがにじ

　　７０９-３７２２・岡山県久米郡美咲町大垪和東・ おおはがひがじ

　　７０９-３７１４・岡山県久米郡美咲町小原・おはﾞら

　　７０８-１５４３・岡山県久米郡美咲町書副・かいぞえ

　　７０９-３７１２・岡山県久米郡美咲町金堀・かなほﾞり

　　７０９-３４０１・岡山県久米郡美咲町北・きた

　　７０８-１５２３・岡山県久米郡美咲町吉ケ原・きちがはら

　　７０８-１５３１・岡山県久米郡美咲町栗子・くりご

　　７０８-１５２６・岡山県久米郡美咲町高下・こうげ

　　７０８-１５３２・岡山県久米郡美咲町小瀬・こせ

　　７０９-３４１２・岡山県久米郡美咲町小山・こやま

　　７０９-３７１１・岡山県久米郡美咲町越尾・こよお



　　７０９-３７１５・岡山県久米郡美咲町西幸・さいこう

　　７０９-３７２３・岡山県久米郡美咲町境・さかい

　　７０８-１５３６・岡山県久米郡美咲町定宗・さだむね

　　７０９-３４０３・岡山県久米郡美咲町里・さと

　　７０８-１５０３・岡山県久米郡美咲町塩気・しおけ

　　７０８-１５０５・岡山県久米郡美咲町重藤・しげとう

　　７０８-１５１５・岡山県久米郡美咲町下谷・しもだに

　　７０９-３７１３・岡山県久米郡美咲町新城・しんじよう

　　７０８-１５４４・岡山県久米郡美咲町周佐・すさ

　　７０８-１５２２・岡山県久米郡美咲町惣田・そうだ

　　７０８-１５４５・岡山県久米郡美咲町大戸上・だいとかみ

　　７０８-１５４６・岡山県久米郡美咲町大戸下・だいとしも

　　７０８-１５３５・岡山県久米郡美咲町高城・たかしろ

　　７０９-３７２４・岡山県久米郡美咲町角石祖母・ついしそほﾞ

　　７０８-１５４１・岡山県久米郡美咲町塚角・つかつの

　　７０８-１５０７・岡山県久米郡美咲町百々・どうどう

　　７０９-３４１３・岡山県久米郡美咲町栃原・とちはﾞら

　　７０９-３４０７・岡山県久米郡美咲町中・なか

　　７０９-３４１７・岡山県久米郡美咲町中垪和・なかはが

　　７０９-３４０５・岡山県久米郡美咲町西・ にじ

　　７０９-３４０４・岡山県久米郡美咲町西川・にしがわ

　　７０９-３４０６・岡山県久米郡美咲町西川上・にしがわかみ

　　７０９-３７０１・岡山県久米郡美咲町錦織・にしこり

　　７０９-３４１４・岡山県久米郡美咲町西垪和・にしはが

　　７０８-１５４７・岡山県久米郡美咲町八神・ねりがみ

　　７０８-１５４２・岡山県久米郡美咲町羽仁・はに

　　７０９-３７１７・岡山県久米郡美咲町原田・はらだ

　　７０９-３４１６・岡山県久米郡美咲町東垪和・ひがしはが

　　７０８-１５３３・岡山県久米郡美咲町久木・ひさぎ

　　７０８-１５１４・岡山県久米郡美咲町藤田上・ふじたかみ

　　７０８-１５１３・岡山県久米郡美咲町藤田下・ふじたしも

　　７０８-１５３４・岡山県久米郡美咲町藤原・ふじわら

　　７０８-１５１２・岡山県久米郡美咲町松尾・まつお

　　７０９-３４０２・岡山県久米郡美咲町南・みなみ

　　７０８-１５０２・岡山県久米郡美咲町宮山・みややま

　　７０８-１５０１・岡山県久米郡美咲町安井・やすい

　　７０８-１５２１・岡山県久米郡美咲町休石・ やすみいじ

　　７０８-１５２７・岡山県久米郡美咲町柵原・やなはら

　　７０８-１５２４・岡山県久米郡美咲町飯岡・ゆうか

　　７０８-１５１１・岡山県久米郡美咲町行信・ゆきのぶ

　　７０８-１５０４・岡山県久米郡美咲町吉留・よしどめ

　　７０９-３７１６・岡山県久米郡美咲町頼元・よりもと

　　７０９-３７２１・岡山県久米郡美咲町両山寺・りようさんじ

　　７０８-１５１６・岡山県久米郡美咲町連石・れんじやく

　　７０９-３７２５・岡山県久米郡美咲町和田北・わだきた

　　７１６-１１００・岡山県加賀郡吉備中央町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７０９-２６７２・岡山県加賀郡吉備中央町粟井谷・あわいたに

　　７０９-２４０３・岡山県加賀郡吉備中央町案田・あんだ

　　７０９-２５５２・岡山県加賀郡吉備中央町井原・いはら

　　７０９-２４１３・岡山県加賀郡吉備中央町上田西・ うえだにじ

　　７０９-２４１１・岡山県加賀郡吉備中央町上田東・ うえだひがじ

　　７０９-２３４４・岡山県加賀郡吉備中央町上野・うえの

　　７０９-２４１２・岡山県加賀郡吉備中央町円城・えんじよう

　　７０９-２６６３・岡山県加賀郡吉備中央町大木・おおぎ

　　７０９-２６７３・岡山県加賀郡吉備中央町尾原・おはﾞら

　　７０９-２３４１・岡山県加賀郡吉備中央町上加茂・かみがも

　　７１６-１１３１・岡山県加賀郡吉備中央町上竹・かみたけ

　　７０９-２３３３・岡山県加賀郡吉備中央町加茂市場・かもいちはﾞ

　　７０９-２４０１・岡山県加賀郡吉備中央町神瀬・かんせ

　　７１６-１５５１・岡山県加賀郡吉備中央町北・きた

　　７１６-１１０２・岡山県加賀郡吉備中央町黒土・くろつち

　　７１６-１２４２・岡山県加賀郡吉備中央町黒山・くろやま

　　７０９-２４０４・岡山県加賀郡吉備中央町小森・こもり

　　７０９-２６７４・岡山県加賀郡吉備中央町笹目・ささめ

　　７０９-２３３１・岡山県加賀郡吉備中央町下加茂・しもがも

　　７０９-２５５１・岡山県加賀郡吉備中央町下土井・しもどい

　　７０９-２６７１・岡山県加賀郡吉備中央町杉谷・すぎたに

　　７１６-１５５２・岡山県加賀郡吉備中央町岨谷・すわたに

　　７０９-２４０２・岡山県加賀郡吉備中央町高富・たかとみ

　　７０９-２３３２・岡山県加賀郡吉備中央町高谷・たかや



　　７１６-１１２２・岡山県加賀郡吉備中央町竹荘・たけしよう

　　７０９-２３４３・岡山県加賀郡吉備中央町竹部・たけべ

　　７１６-１１１１・岡山県加賀郡吉備中央町田土・たど

　　７０９-２５５３・岡山県加賀郡吉備中央町富永・とみなが

　　７０９-２６６４・岡山県加賀郡吉備中央町豊岡上・とよおかかみ

　　７０９-２６６１・岡山県加賀郡吉備中央町豊岡下・とよおかしも

　　７１６-１１０１・岡山県加賀郡吉備中央町豊野・とよの

　　７１６-１５５４・岡山県加賀郡吉備中央町西・ にじ

　　７１６-１１２１・岡山県加賀郡吉備中央町納地・のうち

　　７０９-２３４５・岡山県加賀郡吉備中央町平岡・ひらおか

　　７０９-２３４２・岡山県加賀郡吉備中央町広面・ひろも

　　７０９-２６７５・岡山県加賀郡吉備中央町福沢・ふくざわ

　　７０９-２４２１・岡山県加賀郡吉備中央町細田・ほそだ

　　７０９-２６７６・岡山県加賀郡吉備中央町溝部・みぞべ

　　７０９-２６６２・岡山県加賀郡吉備中央町三谷・みたに

　　７０９-２４２２・岡山県加賀郡吉備中央町三納谷・みのうたに

　　７０９-２３３４・岡山県加賀郡吉備中央町美原・みはら

　　７１６-１５５３・岡山県加賀郡吉備中央町宮地・みやち

　　７１６-１１１２・岡山県加賀郡吉備中央町湯山・ゆやま

　　７１６-１２４１・岡山県加賀郡吉備中央町吉川・よしかわ

　　７０９-２５５４・岡山県加賀郡吉備中央町和




