
７００-８５５２ (株） 三好野本店えきまえミヨシノ,岡山県,岡山市北区,駅前町,１-３－３

７００-８５７１ あいおいニッセイ同和損害保険 (株),岡山県,岡山市北区,中央町,３番１９号

７００-８７３３ アイサワ工業 (株),岡山県,岡山市北区,表町,１-５－１

７００-８５６０ 浅野産業 (株),岡山県,岡山市北区,南中央町,１２－１６

７００-８６５０ イオンリテール (株) イオン岡山店,岡山県,岡山市北区,下石井,１-２番１号

７００-８６７８ 岡山教育事務所,岡山県,岡山市北区,石関町,２－１

７００-８５３３ 岡山県 社会保険診療報酬支払基金,岡山県,岡山市北区,新屋敷町,２-１－１６

７００-８７３２ 岡山県 信用保証協会,岡山県,岡山市北区,野田,２-１２－２３

７００-８６０４ 岡山県 備前県民局,岡山県,岡山市北区,弓之町,６－１

７００-８５１２ 岡山県警察本部,岡山県,岡山市北区,内山下,２-４－６

７００-８５６８ 岡山県国民健康保険団体連合会,岡山県,岡山市北区,桑田町,５－１７

７００-８５７０ 岡山県庁,岡山県,岡山市北区,内山下,２-４－６

７００-８６０２ 岡山県農業共済組合連合会,岡山県,岡山市北区,桑田町,１－３０

７００-８７６１ 岡山県立岡山大安寺中等教育学校,岡山県,岡山市北区,北長瀬本町,１９番３４号

７００-８５１１ 岡山済生会総合病院,岡山県,岡山市北区,国体町,２番２５号

７００-８５３５ 岡山市 農業協同組合,岡山県,岡山市北区,大供表町,１－１

７００-８５４６ 岡山市保健福祉会館,岡山県,岡山市北区,鹿田町,１-１－１

７００-８６１５ 岡山社会保険事務局,岡山県,岡山市北区,中山下,１-８－４５

７００-８５４４ 岡山市役所,岡山県,岡山市北区,大供,１-１－１

７００-８５５４ 岡山市役所 (分庁舎）,岡山県,岡山市北区,大供,１-２番３号

７００-８６０１ 岡山商科大学,岡山県,岡山市北区,津島京町,２-１０－１

７００-８５５６ 岡山商工会議所,岡山県,岡山市北区,厚生町,３-１－１５

７００-８６０３ 岡山食品容器 (株),岡山県,岡山市北区,十日市西町,３－１６

７００-８５５７ 岡山市立市民病院,岡山県,岡山市北区,北長瀬表町,三-２０番１号

７００-８６３９ おかやま信用金庫,岡山県,岡山市北区,柳町,１-１１－２１

７００-８５３０ 岡山大学,岡山県,岡山市北区,津島中,１-１－１

７００-８５５８ 岡山大学大学院,岡山県,岡山市北区,鹿田町,２-５番１号

７００-８５５８ 医歯薬学総合研究科（医学部））,岡山県,岡山市北区,鹿田町,２-５番１号

７００-８５５８ 岡山大学病院（医科）,岡山県,岡山市北区,鹿田町,２-５番１号

７００-８５２５ 岡山大学大学院）,岡山県,岡山市北区,鹿田町,２-５番１号

７００-８５２５ 医歯薬学総合研究科（歯学部）,岡山県,岡山市北区,鹿田町,２-５番１号

７００-８５２５ 岡山大学病院（歯科）,岡山県,岡山市北区,鹿田町,２-５番１号

７００-８５２５ 岡山大学大学院、岡山大学病院（歯科）,岡山県,岡山市北区,鹿田町,２-５番１号

７００-８５２５ 医歯薬学総合研究科（歯学部）,岡山県,岡山市北区,鹿田町,２-５番１号

７００-８５２５ 岡山大学病院（歯科）,岡山県,岡山市北区,鹿田町,２-５番１号

７００-８７９４ 岡山地域センター,岡山県,岡山市北区,大供,１-８－１

７００-８６１６ 岡山地方法務局,岡山県,岡山市北区,南方,１-３－５８

７００-８６５５ 岡山東税務署,岡山県,岡山市北区,天神町,３－２３

７００-８６３５ 岡山放送 (株),岡山県,岡山市北区,学南町,３-２－１

７００-８６１１ 岡山労働局,岡山県,岡山市北区,下石井,１-４－１

７００-８５８６ カイタック (株),岡山県,岡山市北区,昭和町,３－１２

７００-８７１８ カナリア産業 (株),岡山県,岡山市北区,今,３-１５－２３

７００-８５４０ (株) 荒木組,岡山県,岡山市北区,天瀬,４－３３

７００-８６１０ (株) イーオン,岡山県,岡山市北区,厚生町,２-３－２３

７００-８６１７ (株) エイト日本技術開発,岡山県,岡山市北区,津島京町,３-１－２１

７００-８５５０ (株) 大本組,岡山県,岡山市北区,内山下,１-１－１３

７００-８５２０ (株) 岡山高島屋,岡山県,岡山市北区,本町,６－４０

７００-８５２６ (株) 岡山文具,岡山県,岡山市北区,問屋町,７－１０１

７００-８５６２ (株) カイタックトレーディング 問屋町,岡山県,岡山市北区,問屋町,１０－１０１

７００-８５４５ (株) 金辺商会,岡山県,岡山市北区,大供,２-３－１０

７００-８５２８ (株) カワニシ,岡山県,岡山市北区,今,１-４－３１

７００-８６３４ (株) 山陽新聞社,岡山県,岡山市北区,柳町,２-１－１

７００-８７３４ (株) 山陽新聞社 新聞製作センター,岡山県,岡山市北区,新屋敷町,１-１－１８

７００-８５３４ (株) 山陽新聞社 編集局,岡山県,岡山市北区,柳町,２-１番１号

７００-８５１４ (株) シバタ 岡山支店,岡山県,岡山市北区,野田,３-１１－１５

７００-８５８１ (株) 瀬戸内海放送 岡山本社,岡山県,岡山市北区,大供,３-１－１８

７００-８６１８ (株) 全備,岡山県,岡山市北区,新屋敷町,１-１０－２８

７００-８５７８ (株) タビックスジャパン 岡山支店,岡山県,岡山市北区,下石井,２-

７００-８６２８ (株) 中国銀行,岡山県,岡山市北区,丸の内,１-１５－２０

７００-８５０２ (株) 天満屋ストア,岡山県,岡山市北区,岡町,１３－１６

７００-８６２５ (株) 天満屋 岡山店,岡山県,岡山市北区,表町,２-１－１

７００-８５３８ (株) トミヤコーポレーション,岡山県,岡山市北区,表町,２-１－６７Ｓ

７００-８６８６ (株) ベネッセコーポレーション 本社,岡山県,岡山市北区,南方,３-７－１７

７００-８６８７ (株) ベネッセコーポレーション 本社,岡山県,岡山市北区,南方,３-７－１７

７００-８６８８ (株) ベネッセコーポレーション 本社,岡山県,岡山市北区,南方,３-７－１７

７００-８５１５ (株) ホテルグランヴィア岡山,岡山県,岡山市北区,駅元町,１－５

７００-８５６１ (株) マイカル岡山ビブレ,岡山県,岡山市北区,幸町,７－６

７００-８６２０ (株) 夢-,岡山県,岡山市北区,中山下,１-１０－１０

７００-８５０５ 川崎医科大学総合医療センター,岡山県,岡山市北区,中山下,二-６番１号

７００-８７０１ 木原興業 (株),岡山県,岡山市北区,田町,１-４－１５

７００-８５４９ コーホク印刷 (株),岡山県,岡山市北区,高柳東町,１０－２７

７００-８６６６ 山陽放送 (株),岡山県,岡山市北区,丸の内,２-１番３号

７００-８５２２ (財) 社会保険健康事業財団 岡山県支部,岡山県,岡山市北区,磨屋町,１０番２０号

７００-８５６７ 社団法人 岡山トラック協会,岡山県,岡山市北区,青江,１-２２－３３

７００-８５８４ 真言宗 薬師院,岡山県,岡山市北区,磨屋町,２－１８

７００-８５１７ 自衛隊 岡山地方連絡部,岡山県,岡山市北区,下石井,１-４－１

７００-８６１４ スミクラ (株),岡山県,岡山市北区,十日市中町,１５番５６号

７００-８５０６ 全国健康保険協会 岡山支部,岡山県,岡山市北区,本町,６－３６

７００-８７２２ 全国農業協同組合連合会 岡山県本部,岡山県,岡山市北区,磨屋町,９－１８－２０１

７００-８６５７ 全日信販 (株),岡山県,岡山市北区,丸の内,１-１－４

７００-８５６９ 全労済岡山県本部,岡山県,岡山市北区,駅元町,６－２６

７００-８６０７ 総合病院 岡山赤十字病院,岡山県,岡山市北区,青江,２-１－１

７００-８５７７ 高塚ライフサイエンス (株),岡山県,岡山市北区,今,１-３番９号

７００-８７３８ 第一生命保険 (株) 岡山支社,岡山県,岡山市北区,駅前町,２-１－１

７００-８６０６ 大和流通システム (株),岡山県,岡山市北区,田中,１０６－１０９

７００-８７３１ 中銀リース (株),岡山県,岡山市北区,丸の内,１-１４－１７

７００-８５５５ 中国財務局 岡山財務事務所,岡山県,岡山市北区,桑田町,１－３６

７００-８５３２ 中国４国農政局,岡山県,岡山市北区,下石井,１-４－１
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７００-８５３９ 中国地方整備局 岡山国道事務所,岡山県,岡山市北区,富町,２-１９－１２

７００-８５０７ 中国電力 (株) 岡山営業所,岡山県,岡山市北区,青江,２-６－５１

７００-８６７７ テレビせとうち (株),岡山県,岡山市北区,柳町,２-１番１号

７００-８５８５ 東京海上日動火災保険 (株) 岡山支店,岡山県,岡山市北区,柳町,２-１１－１９

７００-８６８０ トラスコ中山 (株) プラネット山陽,岡山県,岡山市北区,天瀬,４番１５号

７００-８５１９ 西日本電信電話 (株) 岡山支店,岡山県,岡山市北区,中山下,２-１番９０号

７００-８７０７ 日本銀行 岡山支店,岡山県,岡山市北区,丸の内,１-６－１

７００-８５７２ 日本年金機構 岡山西年金事務所,岡山県,岡山市北区,昭和町,１２番７号

７００-８５０１ 日本年金機構 中国ブロック本部,岡山県,岡山市北区,新屋敷町,１－１－１８

７００-８５０１ 日本年金機構 岡山広域事務センター,岡山県,岡山市北区,新屋敷町,１－１－１８

７００-８５１６ ノートルダム清心女子大学,岡山県,岡山市北区,伊福町,２-１６－９

７００-８７２７ 農林中央金庫 岡山支店,岡山県,岡山市北区,磨屋町,９-９－１８－１０１

７００-８６４０ 野村証券 (株) 岡山支店,岡山県,岡山市北区,錦町,６－２４

７００-８６０８ 蜂谷工業 (株),岡山県,岡山市北区,鹿田町,１-３－１６

７００-８５７５ 富士通 (株) 岡山支店,岡山県,岡山市北区,磨屋町,１０－１２

７００-８６６０ 三井住友海上火災保険 (株),岡山県,岡山市北区,幸町,８－２２

７００-８５３１ 三井住友海上火災保険 (株) 岡山自動車営業部,岡山県,岡山市北区,柳町,１-１２－１

７００-８５２１ 三井生命保険 (株),岡山県,岡山市北区,幸町,８番２９号

７００-８５１０ ＵＦＪニコス (株) 中４国営業部,岡山県,岡山市北区,表町,１-１１番２８号

７００-８５１８ 両備ホールディングス (株),岡山県,岡山市北区,錦町,６番１号

７００-８５８９ ワールドトレーディングサービス＆Ｃｏ,岡山県,岡山市北区,表町,２-５－３９

７００-８５８０ 山陽放送 (株),岡山県,岡山市北区,丸の内,２-１－３

７００-８６４５ 清水産業 (株),岡山県,岡山市北区,東中央町,３－６

７００-８６２３ 商工中金 岡山支店,岡山県,岡山市北区,蕃山町,４－１

７００-８６２１ 日本放送協会 岡山放送局,岡山県,岡山市北区,駅元町,１５番１号

７０１-０１９７ 中国学園,岡山県,岡山市北区,庭瀬,８３

７０１-１１９２ 独立行政法人 国立病院機構 岡山医療センター,岡山県,岡山市北区,田益,１７１１－１

７０１-１１９５ 独立行政法人 国立病院機構 岡山医療センター附属岡山看護学校,

７０１-１１９５ 岡山県,岡山市北区,田益,１７１１－１

７０１-１２９６ 岡山県 工業技術センター,岡山県,岡山市北区,芳賀,５３０１

７０１-１２９２ 黒住教本部,岡山県,岡山市北区,尾上,２７７０

７０３-８５６０ 旭川荘厚生専門学院,岡山県,岡山市北区,祇園,８６６

７０３-８５５５ 社会福祉法人 旭川荘,岡山県,岡山市北区,祇園,８６６-

７０９-２１９２ 岡山県 運転免許センター,岡山県,岡山市北区,御津中山,４４４－３

７０９-２１９８ 岡山市役所 御津支所,岡山県,岡山市北区,御津金川,１０２０

７０９-２１９６ カバヤ食品 (株),岡山県,岡山市北区,御津野々口,１１００

７０９-３１９８ 岡山市 北区役所 建部支所,岡山県,岡山市北区,建部町福渡,４８９

７０２-８５０２ (株) アルファ,岡山県,岡山市中区,桑野,７０９－６

７０２-８５１５ セイレイ工業 (株),岡山県,岡山市中区,江並,４２８

７０３-８５８６ 一般社団法人 日本自動車連盟 岡山支部,岡山県,岡山市中区,さい,１５５－９

７０３-８５８８ 内山工業 (株),岡山県,岡山市中区,小橋町,２-１－１０

７０３-８５５０ 岡山県 学校生活協同組合,岡山県,岡山市中区,西川原,２５５-

７０３-８７５０ 岡山県 学校生活協同組合,岡山県,岡山市中区,西川原,２５５-

７０３-８５７３ 岡山県立 岡山操山高等学校,岡山県,岡山市中区,浜,４１２

７０３-８５７４ 岡山県立 岡山操山高等学校 通信制課程,岡山県,岡山市中区,浜,４１２

７０３-８５８５ 岡山４国共和 (株),岡山県,岡山市中区,国富,１-１６－１０

７０３-８５６６ 岡山市中区福祉事務所,岡山県,岡山市中区,赤坂本町,１１番４７号

７０３-８５７５ 岡山中央警察署,岡山県,岡山市中区,浜,一-１９番３９号

７０３-８５０５ オハヨー乳業 (株),岡山県,岡山市中区,神下,５６５

７０３-８５０２ オムロン (株) 岡山事業所,岡山県,岡山市中区,海吉,２０７５

７０３-８５７０ (株) 岡山農栄社,岡山県,岡山市中区,雄町,３９４－３

７０３-８６５５ (株) ジョセイ新聞社,岡山県,岡山市中区,浜,１-８番２２号

７０３-８６８６ (株) 中国銀行事務センター,岡山県,岡山市中区,平井,３-１０４６－１

７０３-８５３０ (株) ヒラタ,岡山県,岡山市中区,平井,１１６２－１

７０３-８５０１ 山陽学園大学．山陽学園短期大学,岡山県,岡山市中区,平井,１-１４－１

７０３-８５０８ (財) 岡山県教育会,岡山県,岡山市中区,西川原,２５５-

７０３-８５２０ (財) 林精神医学研究所,岡山県,岡山市中区,浜,４７２

７０３-８５２０ (財) 附属林道倫精神科神経科病院,岡山県,岡山市中区,浜,４７２

７０３-８５１６ 就実大学．就実短期大学,岡山県,岡山市中区,西川原,１-６－１

７０３-８５１１ 総合病院 岡山協立病院,岡山県,岡山市中区,赤坂本町,８－１０

７０３-８５８０ ナカウン (株),岡山県,岡山市中区,倉富,３４０－１８

７０３-８５４４ 中区役所,岡山県,岡山市中区,浜,３-７－１５

７０３-８５３３ 日本年金機構 岡山東年金事務所,岡山県,岡山市中区,国富,２２８

７０３-８５１０ 中国セキスイ工業 (株),岡山県,岡山市東区,古都宿,１８９

７０３-８５５８ 西日本積水工業 (株) 岡山製造所,岡山県,岡山市東区,古都宿,２１０-

７０４-８５０２ 岡山学芸館高等学校,岡山県,岡山市東区,西大寺上,１-１９－１９

７０４-８５８８ カーツ (株) 本部,岡山県,岡山市東区,西大寺五明,３８７－１

７０４-８５０１ ＪＡ西大寺 西大寺農業協同組合,岡山県,岡山市東区,西大寺中野,３７７－１

７０４-８５１０ 日本エクスラン工業(株) 西大寺工場,岡山県,岡山市東区,金岡東町,３-３－１

７０４-８５５５ 東区役所,岡山県,岡山市東区,西大寺上,２-７－３１

７０９-０８９７ 岡山市 瀬戸支所,岡山県,岡山市東区,瀬戸町瀬戸,４５

７０９-０８９５ キリンビール (株) 岡山工場,岡山県,岡山市東区,瀬戸町万富,６７８

７０９-０８９３ 松下電器産業 (株) ＡＶＣ社 ビデオ事業部ビデオ工場 

７０９-０８９３ 岡山,岡山県,岡山市東区,東平島,１３６０

７００-８５５１ 旭電業 (株),岡山県,岡山市南区,西市,４３３－４

７００-８５０４ (株) 両備システムズ,岡山県,岡山市南区,豊成,２-７－１６

７００-８６０５ 新生電機 (株),岡山県,岡山市南区,新福,１-５－６

７００-８５０３ 西日本メディカルリンク (株),岡山県,岡山市南区,西市,１１４-２

７０１-０２９８ 岡山県 環境保健センター,岡山県,岡山市南区,内尾,７３９－１

７０１-０２９７ 岡山県立 興陽高等学校,岡山県,岡山市南区,藤田,１５００

７０１-０２９６ 岡山市民生活協同組合,岡山県,岡山市南区,藤田,５６４－１７８

７０１-０２９２ 小橋工業 (株),岡山県,岡山市南区,中畦,６８４

７０１-０２９５ 全農岡山県本部総合流通センター,岡山県,岡山市南区,藤田,５６６－１２６

７０２-８５０３ 岡山県立 岡山芳泉高等学校,岡山県,岡山市南区,芳泉,３-１－１

７０２-８５４４ 岡山市 南区役所,岡山県,岡山市南区,浦安南町,４９５-５

７０２-８６０３ 岡山宮地弘商事 (株),岡山県,岡山市南区,福成,２-２０－２５

７０２-８５０５ 岡山労災病院,岡山県,岡山市南区,築港緑町,１-１０－２５

７０２-８６０１ (株) クラレ 岡山事業所,岡山県,岡山市南区,海岸通,１-２－１



７０２-８５１１ (株) 岡山県水,岡山県,岡山市南区,市場,１-１

７０２-８６０２ (株) 岡山丸果,岡山県,岡山市南区,市場,１-１

７０２-８６０７ (株) 前嶋,岡山県,岡山市南区,福成,２-２２－３

７０２-８５０１ (株) 源吉兆庵,岡山県,岡山市南区,築港新町,１-２４－２１

７０２-８６０６ 小林機工 (株),岡山県,岡山市南区,福成,２-１９－２５

７０２-８５０８ (財) 慈圭会 慈圭病院,岡山県,岡山市南区,浦安本町,１００－２

７０２-８５１０ トラスコ中山 (株) 岡山支店,岡山県,岡山市南区,福成,２-１６－３５

７０２-８６０５ トリツ機工 (株),岡山県,岡山市南区,福成,２-１９－２

７０２-８６０９ 同和工営 (株),岡山県,岡山市南区,築港栄町,３１－１０

７０２-８５０６ 同和鉱業 (株),岡山県,岡山市南区,海岸通,１-３－１

７０２-８５１２ 双葉電機 (株),岡山県,岡山市南区,福成,２-２３－８

７０２-８５０７ 三井製糖 (株) 岡山工場,岡山県,岡山市南区,築港元町,５－１３

７０９-１２９２ 南区役所,岡山県,岡山市南区,灘崎町片岡,２０７

７０１-０１９２ 川崎医科大学,岡山県,倉敷市,松島,５７７

７０１-０１９４ 川崎医療短期大学,岡山県,倉敷市,松島,３１６

７０１-０１９３ 川崎医療福祉大学,岡山県,倉敷市,松島,２８８

７０１-０１９５ ノートルダム清心学園,岡山県,倉敷市,二子,１２００

７１０-８５７５ (財） 大原美術館,岡山県,倉敷市,中央,１-１－１５

７１０-８５６０ イオン倉敷ショッピングセンター,岡山県,倉敷市,水江,１-

７１０-８５１１ 岡山学院大学・岡山短期大学,岡山県,倉敷市,有城,７８７

７１０-８５３０ 岡山県 備中県民局,岡山県,倉敷市,羽島,１０８３

７１０-８５２０ 岡山地方法務局 倉敷支局,岡山県,倉敷市,幸町,３－４６

７１０-８５２８ (株) エフエムくらしき,岡山県,倉敷市,白楽町,５２０－２８

７１０-８６０１ (株) 中国銀行 倉敷駅前支店,岡山県,倉敷市,阿知,２-２－２

７１０-８６１５ (株) 中国銀行 倉敷支店,岡山県,倉敷市,白楽町,２５７－１

７１０-８５２５ (株) 帝国データバンク 倉敷支店,岡山県,倉敷市,白楽町,５２４－９

７１０-８５５０ (株) 天満屋 倉敷店,岡山県,倉敷市,阿知,２-６－６

７１０-８６８６ (株) トクラ,岡山県,倉敷市,水江,１５９９

７１０-８５５５ (株) 日之出運輸,岡山県,倉敷市,片島町,１０１８－６

７１０-８６１１ カモ井加工紙 (株),岡山県,倉敷市,片島町,２３６

７１０-８６７８ カモ井食品工業 (株),岡山県,倉敷市,中島,１１３８

７１０-８６４８ 倉敷 税務署,岡山県,倉敷市,幸町,２－３７

７１０-８５５８ 倉敷簡易裁判所,岡山県,倉敷市,幸町,３－３３

７１０-８５６５ 倉敷市役所,岡山県,倉敷市,西中新田,６４０

７１０-８５８５ 倉敷商工会議所,岡山県,倉敷市,白楽町,２４９－５

７１０-８５３５ 倉敷中央天寿会,岡山県,倉敷市,鶴形,１-９番７号

７１０-８５８１ 倉敷木材 (株),岡山県,倉敷市,中島,１０００－１

７１０-８５２２ (財) 倉敷成人病センター,岡山県,倉敷市,白楽町,広堀２５０

７１０-８６０２ (財) 倉敷中央病院,岡山県,倉敷市,美和,１-１－１

７１０-８５４３ 中国電力 (株) 倉敷営業所,岡山県,倉敷市,中庄,2-９３

７１０-８６０５ 日本生命保険相互会社 倉敷支社,岡山県,倉敷市,老松町,３-１０－２５

７１０-８５０１ 萩原 (株),岡山県,倉敷市,西阿知町西原,８８４

７１０-８６３８ 平松エンタープライズ (株),岡山県,倉敷市,昭和,１-２－２２

７１０-８６６６ 藤徳物産 (株),岡山県,倉敷市,西中新田,５２５－６

７１０-８５０５ 丸五ゴム工業 (株),岡山県,倉敷市,上富井,５８

７１０-８５８８ 明治乳業 (株) 中国支店 岡山オフィス,岡山県,倉敷市,西阿知町,１２８６

７１０-０２９８ (株) 北原産業,岡山県,倉敷市,新倉敷駅前,５-１４１

７１０-０２９２ 学校法人 作陽学園,岡山県,倉敷市,玉島長尾,３５１５

７１０-０２９３ 倉敷市 船穂支所,岡山県,倉敷市,船穂町船穂,２８９７-

７１０-０２９４ ＪＡ岡山西 農業協同組合 船穂支店,岡山県,倉敷市,船穂町船穂,2-３６

７１０-１３９８ 倉敷市役所 真備支所,岡山県,倉敷市,真備町箭田,１１４１－１

７１０-８６２２ (株) クラレ 倉敷事業所,岡山県,倉敷市,酒津,１６２１

７１１-８６１１ 明石被服興業 (株),岡山県,倉敷市,児島田の口,１-３－４４

７１１-８５１０ 旭化成ケミカルズ (株) 水島製造所,岡山県,倉敷市,児島塩生,字新浜２７６７－１１

７１１-８６２２ 尾崎商事 (株),岡山県,倉敷市,児島田の口,３-１０－２５

７１１-８５８８ (株) サノヤス・ヒシノ明昌水島製造所,岡山県,倉敷市,児島塩生,２７６７－２１

７１１-８６８６ (株) ビッグジョン,岡山県,倉敷市,児島駅前,２-２７番３Ｆ

７１１-８５６７ 倉敷市 競艇事業局,岡山県,倉敷市,児島元浜町,６－３

７１１-８５６５ 倉敷市 児島支所,岡山県,倉敷市,児島小川町,3-８１

７１１-８５５５ 倉敷ファッションセンター (株),岡山県,倉敷市,児島駅前,１-４６

７１１-８５２０ 瀬戸埠頭 (株),岡山県,倉敷市,児島塩生,２７６７－２４

７１１-８６８８ 難波プレス工業 (株),岡山県,倉敷市,児島小川,８-３－８

７１１-８５１１ 日本ゼオン (株) 水島工場,岡山県,倉敷市,児島塩生,字新浜２７６７－１

７１２-８６３３ 旭化成ケミカルズ (株) 水島製造所,岡山県,倉敷市,潮通,３-１３

７１２-８５５０ (株) 仁科百貨店 本部,岡山県,倉敷市,東常磐町,１０－５

７１２-８５３３ 関東電化工業 (株) 水島工場,岡山県,倉敷市,松江,４-４－８

７１２-８５５５ 倉敷化工 (株),岡山県,倉敷市,連島町矢柄,４の町４６３０

７１２-８５０５ 倉敷芸術科学大学 倉敷食と器専門学校,岡山県,倉敷市,連島町西之浦,２６４０-

７１２-８５６５ 倉敷市 水島支所,岡山県,倉敷市,水島北幸町,１－１

７１２-８５５８ ＪＸ日鉱日石エネルギー (株) 水島製油所,岡山県,倉敷市,水島海岸通,４-２番

７１２-８５８８ ＪＸ日鉱日石エネルギー (株) 水島製油所,岡山県,倉敷市,潮通,２-１

７１２-８５１４ ＪＦＥシステムズ (株),岡山県,倉敷市,水島川崎通,１-

７１２-８５１１ ＪＦＥスチール (株) 西日本製鉄所 倉敷地区,岡山県,倉敷市,水島川崎通,１-１

７１２-８５１２ ＪＦＥ物流 (株),岡山県,倉敷市,水島川崎通,１-

７１２-８５６７ 総合病院 水島協同病院,岡山県,倉敷市,水島南春日町,１－１

７１２-８５７７ 中国電力 (株) 水島発電所,岡山県,倉敷市,潮通,１-１

７１２-８５８５ 東京製鐵 (株) 岡山工場,岡山県,倉敷市,南畝,４-１－１

７１２-８５３４ トルク (株) 山陽支店,岡山県,倉敷市,東塚,７-３４７－１

７１２-８５０２ 萩原工業 (株),岡山県,倉敷市,水島中通,１-４

７１２-８６１１ 水島ガス (株),岡山県,倉敷市,水島福崎町,３－３０

７１２-８５１３ 水島合金鉄 (株),岡山県,倉敷市,水島川崎通,１-１

７１２-８６８６ 水島信用金庫,岡山県,倉敷市,水島西常盤町,８－２３

７１２-８５２５ 三菱ガス化学 (株) 水島工場,岡山県,倉敷市,水島海岸通,３-１０

７１２-８５０１ 三菱自動車工業 (株) 生産・物流本部 水島製作所,

７１２-８５０１ 岡山県,倉敷市,水島海岸通,１-１-

７１３-８７１３ 赤澤屋 (株),岡山県,倉敷市,玉島阿賀崎,１-４－１１

７１３-８６６８ 岡山県立 玉島高等学校,岡山県,倉敷市,玉島阿賀崎,３-１－１

７１３-８５５０ (株) クラレ 倉敷事業所 (玉島）,岡山県,倉敷市,玉島乙島,７４７１



７１３-８６６６ (株) 鯛惣,岡山県,倉敷市,玉島勇崎,１２９２

７１３-８５６５ 倉敷市 玉島支所,岡山県,倉敷市,玉島阿賀崎,１-１－１

７１３-８５０１ 住友重機械工業 (株) 岡山製造所,岡山県,倉敷市,玉島乙島,８２３０

７１３-８５７７ 立花容器 (株),岡山県,倉敷市,玉島柏島,７０４７

７１３-８６０１ 玉島 税務署,岡山県,倉敷市,玉島阿賀崎,２-１－５０

７１３-８６８６ 玉島信用金庫,岡山県,倉敷市,玉島,１４３８

７０８-８５２０ アルネ・津山,岡山県,津山市,新魚町,１７

７０８-８５１５ イズミ津山店,岡山県,津山市,伏見町,５０

７０８-８５０６ 岡山県美作県民局,岡山県,津山市,山下,５３

７０８-８５１２ 小原産業 (株),岡山県,津山市,川崎,５２１－２

７０８-８５１９ (株) 天満屋 津山店,岡山県,津山市,新魚町,１７

７０８-８５０５ (株) マルイ,岡山県,津山市,戸島,８９３-１５

７０８-８５１８ 作陽高等学校,岡山県,津山市,八出,１３２０

７０８-８６５３ 中国銀行 津山支店,岡山県,津山市,山下,３０－７

７０８-８６５４ 中国電力 津山営業所,岡山県,津山市,上河原,２０８－３

７０８-８６５７ 津山 税務署,岡山県,津山市,田町,６７

７０８-８５０２ 津山卸センター,岡山県,津山市,戸島,６３４－１８

７０８-８５１０ 津山教育事務所,岡山県,津山市,田町,３１

７０８-８６０９ 津山公共職業安定所,岡山県,津山市,山下,９－６

７０８-８５０９ 津山工業高等専門学校,岡山県,津山市,沼,６２４－１

７０８-８５０１ 津山市役所,岡山県,津山市,山北,５２０

７０８-８５１６ 津山商工会議所,岡山県,津山市,山下,９－３０

７０８-８５０３ 津山総合食品卸売市場,岡山県,津山市,津山口,２７５－９

７０８-８５０７ ナンバ (株),岡山県,津山市,材木町,１３２８－２５

７０８-８６５２ 日本植生 (株),岡山県,津山市,高尾,５７３－１

７０８-８５１７ パナソニックエレクトロニックデバイスジャパン (株) 津山ディビジョン,

７０８-８５１７ 岡山県,津山市,河辺,字下閂１１１１－１

７０８-８５１１ 美作大学,岡山県,津山市,北園町,５０

７０８-１１９８ 山陽ロード工業 (株),岡山県,津山市,下高倉西,１２０３－１

７０８-１１９３ トーステ (株) サニタリー事業本部,岡山県,津山市,草加部,１１７０-９

７０６-８５５５ 岡山県立玉野高等学校,岡山県,玉野市,築港,３-１１－１

７０６-８５３１ 総合病院玉野市立玉野市民病院,岡山県,玉野市,宇野,２-３－１

７０６-８５１０ 玉野市役所,岡山県,玉野市,宇野,１-２７－１

７０６-８５３３ 玉野商工会議所,岡山県,玉野市,築港,１-１番３号

７０６-８６５５ 玉野税務署,岡山県,玉野市,宇野,２-４－１２

７０６-８５１１ 三井金属鉱業(株) 金属事業部 日比製煉所,岡山県,玉野市,日比,６-１－１

７０６-８６５１ 三井造船 (株) 玉野事業所,岡山県,玉野市,玉,３-１－１

７０６-８５０１ 三井造船生活 協同組合,岡山県,玉野市,玉,２-５－５

７１４-８６０１ 笠岡市役所,岡山県,笠岡市,中央町,１－１

７１４-８５８５ ローム・ワコー (株),岡山県,笠岡市,富岡,１００

７１５-８６０１ 井原市役所,岡山県,井原市,井原町,３１１－１

７１５-８５０２ 片山工業 (株),岡山県,井原市,西江原町,１００５－１

７１５-８５０１ シーピー化成 (株),岡山県,井原市,東江原町,１５１６

７１５-８５０３ タカヤ (株) 事業本部,岡山県,井原市,井原町,６６１－１

７１５-８６０３ タツモ (株),岡山県,井原市,木之子町,６１８６

７１５-８６０２ フェニテック セミコンダクター (株),岡山県,井原市,木之子町,１５０

７１９-１１９６ アマゾン岡山フルフィルメントセンター,岡山県,総社市,長良,４－１

７１９-１１９７ 岡山県立大学,岡山県,総社市,窪木,１１１

７１９-１１９３ 吉備信用金庫,岡山県,総社市,中央,２-１－１

７１９-１１９２ 総社市役所,岡山県,総社市,中央,１-１－１

７１９-１１９８ 山崎製パン (株) 岡山工場,岡山県,総社市,井尻野,８００

７１９-１１９５ ユニチカ (株) 常盤工場,岡山県,総社市,中原,８８

７１６-８５１１ イーグル工業 (株) 岡山事業場,岡山県,高梁市,落合町阿部,１２１２

７１６-８５８５ 岡山県 高梁地方振興局,岡山県,高梁市,落合町近似,２８６－１

７１６-８５０８ 学校法人 高梁学園,岡山県,高梁市,伊賀町,８

７１６-８５０１ 高梁市役所,岡山県,高梁市,松原通,２０４３

７１６-８６０１ 高梁商工会議所,岡山県,高梁市,南町,１６－２

７１６-０１９２ 住友電工焼結合金 (株),岡山県,高梁市,成羽町成羽,２９０１

７１６-０２９５ 高梁市川上地域局,岡山県,高梁市,川上町地頭,１８１９－１

７１６-０３９６ 高梁市備中地域局,岡山県,高梁市,備中町布賀,2-２９

７１６-１３９２ 高梁市有漢地域局,岡山県,高梁市,有漢町有漢,３３８７

７１８-８５３０ 阿新農業協同組合,岡山県,新見市,高尾,２４２３

７１８-８５５０ 岡山県 備中県民局 新見支局,岡山県,新見市,高尾,２４００

７１８-８５８５ 公立大学法人 新見公立大学,岡山県,新見市,西方,１２６３－２

７１８-８５０１ 新見市役所,岡山県,新見市,新見,３１０－３

７１８-８５１０ 新見税務署,岡山県,新見市,新見,７２１－１

７１８-０３９２ 公設国際貢献大学校,岡山県,新見市,哲多町田淵,７０-

７０１-３２９３ 日生信用金庫,岡山県,備前市,日生町日生,８８８－５

７０１-３２９２ 備前市 日生総合支所,岡山県,備前市,日生町日生,６３０

７０５-８５１０ ＮＴＮ (株) 岡山製作所,岡山県,備前市,畠田,５００－１

７０５-８５０７ 岡山県立 備前緑陽高等学校,岡山県,備前市,西片上, 1-９１

７０５-８５５５ 岡山大鵬薬品 (株),岡山県,備前市,久々井,１７７５－１

７０５-８５０２ 岡山東農業協同組合 備前支店,岡山県,備前市,伊部,１３１２－８

７０５-８６１４ 興亜耐火工業 (株),岡山県,備前市,穂浪,３９０４－７

７０５-８６１５ 品川リフラクトリーズ (株) 岡山工場,岡山県,備前市,東片上,８８-

７０５-８５７７ 品川リフラクトリーズ (株) 技術研究所,岡山県,備前市,伊部,７０７

７０５-８５７５ 宗教法人 熊山油滝神社,岡山県,備前市,香登本,１１３６

７０５-８５０１ 市立備前病院,岡山県,備前市,伊部,２２４５

７０５-８５８５ パナソニック(株)オートモーティブ＆インダストリアルシステムズ社セミコンダクター

７０５-８５８５ 事業部岡山工場,岡山県,備前市,友延,７００-

７０５-８５８８ 日生運輸 (株),岡山県,備前市,穂浪,Jun-５１

７０５-８６０２ 備前市役所,岡山県,備前市,東片上,１２６

７０５-８５５８ 備前商工会議所,岡山県,備前市,東片上,２３０

７０５-８６０３ 備前信用金庫,岡山県,備前市,伊部,１６６０－７

７０１-４２９２ 瀬戸内市役所,岡山県,瀬戸内市,邑久町尾張,３００-１

７０１-４２９３ 瀬戸内市役所 長船支所,岡山県,瀬戸内市,長船町土師,２９１

７０１-４３９８ (株) 元浜組,岡山県,瀬戸内市,牛窓町牛窓,６４１０

７０１-４３９２ 瀬戸内市役所 牛窓支所,岡山県,瀬戸内市,牛窓町牛窓,４９１１



７０１-４３９４ 日本オリーブ (株),岡山県,瀬戸内市,牛窓町牛窓,３９１１－１０

７０１-４５９３ 国立療養所 邑久光明園,岡山県,瀬戸内市,邑久町虫明,６２５３

７０１-４５９２ 国立療養所 長島愛生園,岡山県,瀬戸内市,邑久町虫明,６５３９

７０１-２２９２ 赤磐市 赤坂支所,岡山県,赤磐市,町苅田,５１６

７０１-２５９５ 赤磐市 吉井支所,岡山県,赤磐市,周匝,１３６

７０９-０７９２ 赤磐市 熊山支所,岡山県,赤磐市,松木,６２３

７０９-０８９８ 赤磐市役所,岡山県,赤磐市,下市,３４４

７０９-０８９２ みのる産業 (株),岡山県,赤磐市,下市,４４７

７１７-８５０１ 美作県民局 真庭支局,岡山県,真庭市,勝山,５９１

７１９-３１９５ 医療法人 福寿会 河本医院,岡山県,真庭市,下河内,３１４－２

７１９-３１９７ 落合病院,岡山県,真庭市,落合垂水,２５１

７１９-３１９３ 金田病院,岡山県,真庭市,西原,６３

７１９-３１９４ 真庭市役所 落合庁舎,岡山県,真庭市,落合垂水,６１８

７１９-３１９２ ランデス (株),岡山県,真庭市,開田,６３０－１

７１９-３２９２ 真庭市役所,岡山県,真庭市,久世,2-２７

７０７-８５８５ 岡山県 美作県民局 勝英支局,岡山県,美作市,入田,２９１－１

７０７-８５０１ 美作市役所,岡山県,美作市,栄町,2-３８

７０７-８５０２ みまさか商工会,岡山県,美作市,栄町,１８７番４

７０９-４２９２ 美作市役所 作東総合支所,岡山県,美作市,江見,９４５

７１４-０１９２ 浅口市役所 寄島総合支所,岡山県,浅口市,寄島町,１６０１０

７１９-０１９２ 浅口市役所 金光総合支所,岡山県,浅口市,金光町占見新田,７５１

７１９-０１９５ (株) サニーマスコット,岡山県,浅口市,金光町須恵,３９

７１９-０２９５ 浅口市役所,岡山県,浅口市,鴨方町六条院中,３０５０

７０９-０４９２ 岡山県備前県民局 東備支局,岡山県,和気郡和気町,和気,４８７－２

７０９-０４９４ 岡山東農業協同組合 和気支店,岡山県,和気郡和気町,和気,５１５

７０９-０４９６ (株) 徳永こいのぼり,岡山県,和気郡和気町,藤野,７５１

７０９-０４９７ 北川病院,岡山県,和気郡和気町,和気,２７７

７０９-０４９８ 平病院,岡山県,和気郡和気町,尺所,４３８

７０９-０４９５ 和気町役場,岡山県,和気郡和気町,尺所,５５５

７０１-０３９８ (株) ジップ早島センター,岡山県,都窪郡早島町,矢尾,８３０

７０１-０３９３ (株) ハローズ,岡山県,都窪郡早島町,早島,３２７０-１

７１９-０３９３ 天野実業 (株） 里庄第一工場,岡山県,浅口郡里庄町,大字里見,４２１５

７１９-０３９８ 里庄町役場,岡山県,浅口郡里庄町,大字里見,１１０７－２

７１９-０３９２ 三陽機器 (株),岡山県,浅口郡里庄町,大字新庄,３８５８

７１４-１２９８ 冨士ベークライト (株),岡山県,小田郡矢掛町,小田,６５００

７１４-１２９７ 矢掛町役場,岡山県,小田郡矢掛町,矢掛,３０１８（矢掛郵便局私書箱第７号）

７０８-０３９２ 鏡野町役場,岡山県,苫田郡鏡野町,竹田,６６０

７０８-０３９３ (株) 山田養蜂場,岡山県,苫田郡鏡野町,市場,１９４

７０８-０６９８ 国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構,岡山県,苫田郡鏡野町,上齋原,１５５０

７０８-０６９８ 国立研究開発法人 人形峠環境技術センター,岡山県,苫田郡鏡野町,上齋原,１５５０

７０９-４３９２ (株) ミルキーエイジ,岡山県,勝田郡勝央町,太平台,１３－１５

７０８-１３９２ 奈義町役場,岡山県,勝田郡奈義町,豊沢,３０６－１

７０８-１３９３ 陸上自衛隊 日本原駐屯地,岡山県,勝田郡奈義町,滝本,官有無�７０９３４９４ 岡山県 総合畜産センター,岡山県,久

米郡美咲町,北,２２７２

７０９-３４９７ 津山農業協同組合 旭支店,岡山県,久米郡美咲町,西川,７５１－２

７０９-３４９８ 美咲町 旭総合支所,岡山県,久米郡美咲町,西川,１００１－５

７０９-２３９３ 吉備高原学園高等学校,岡山県,加賀郡吉備中央町,上野,２４００

７０９-２３９８ 吉備中央町役場 加茂川庁舎,岡山県,加賀郡吉備中央町,下加茂,１０７３－１

７１６-１１９２ 吉備中央町役場,岡山県,加賀郡吉備中央町,大字豊野,１－２




