
　県外には、販売所がございません。県外から郵送販売をご希望される方は、岡山県庁内物資部　TEL:086-224-1123　までお問い合わせください。

　その他、岡山県収入証紙に関するお問い合わせは、　岡山県出納局会計課  総務班　TEL086-226-7528（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ）　までお願いします。

エリア 販売者（売りさばき人）
売りさばき場所

電話番号
販売時間 休日 特　　記

地方職員共済組合岡山県支部 岡山市北区内山下2-4-6 県庁物資部 086-224-1123 9:00～17:00 土・日・祝・年末年始

(株)ポプラリテール 岡山市北区内山下2-4-6
県庁売店（ローソン
ポプラ岡山県庁店）

086-803-3116 8:00～19:00 土・日・祝・閉庁日

岡山県岡山地区猟友会 岡山市北区弓之町6-1
備前県民局３Ｆ
森林企画課

086-233-9824 8:30～17:15 土・日・祝・年末年始

(株)甲玉堂 岡山市北区表町1-1-3 甲玉堂 086-224-6271 9:00～17:00 土・日・祝・年末年始
　在庫確認をしますので、必要な券種について、
事前にご連絡ください。

（株）東急コミュニティー
マンション事業本部　公共住宅
事業本部

岡山市北区磨屋町10-12
交通オアシスビル４
F

086-222-6696 8:30～17:30 日・祝・年末年始 　250円、500円券のみ取り扱っています。

(株)岡山宅建 岡山市北区駅前町2-5-28 (株)岡山宅建 086-234-7621
9:00～12:00
13:00～17:00

土・日・祝・年末年始
(12/29～1/4)  お盆
(8/13～8/16)

　500円、1,000円、2,000円、10,000円券のみ取り
扱っています。

（一社）　岡山県不動産協会 岡山市北区本町４－１８ コア本町３Ｆ 086-231-3208 9:00～16:30
土・日・祝・8/13～16・
12/29～1/5

　在庫確認をしますので、必要な券種について、
事前にご連絡ください。

岡山市食品衛生協会 岡山市北区鹿田町1-1-1
岡山市保健所内
(2F 窓口４番)

086-803-1257 8:30～17:15 土・日・祝・年末年始
　10万円以上お求めの場合は、購入日の前日午
前中までにご連絡ください。

一般財団法人　積善会 岡山市北区鹿田町2-5-1
岡山大学病院内売
店マルシェドゥボン
テ

086-235-6916 8:00～19:30 1/1～1/3
　2,000円券以下(50、300、400円券を除く。)のみ
取り扱っています。

(株)岡山県自動車会館 岡山市北区富原5301-8
岡山運輸支局敷地
内

086-272-1631
8:30～12:00
13:00～17:00

土・日・祝・12/29～1/3

（一財）　厚生会 岡山市北区奉還町2-2-1
岡山国際交流セン
ター内

086-256-5000 8:30～19:00 土・日・祝・年末年始

　200円、300円、1,000円券のみ取り扱っていま
す。
　一度に複数枚お求めの場合は、事前にご連絡
ください。

岡山県生涯学習センター振興会 岡山市北区伊島町3-1-1 生涯学習ｾﾝﾀｰ内 086-251-9750
9:00～21:00
（日は17時ま
で）

月・祝・12/28～1/4
※月曜が祝日の場合そ
の翌日

　10円～2,000円券のみ取り扱っています。
　上記以外の券種、又は一度に複数枚お求めの
場合は、事前にご連絡ください。

岡山大学生活協同組合 岡山市北区津島中3-1-1
岡山大学生協　ブッ
クストア

086-256-4110 10:00～18:00 土・日・祝

岡山大学生活協同組合 岡山市北区津島中3-1-1
岡山大学生協　ピ
オーネショップ

086-256-0460
10:00～18:00、
10：00～17:00
（大学休業日）

土・日・祝

(一財)岡山県交通安全協会 岡山市北区野殿東町2-10 岡山西警察署内 086-254-5248 8:30～17:00 土・日・祝・年末年始

岡山市農業協同組合吉備支所 岡山市北区平野908-1
岡山市農業協同組
合吉備支所

086-293-0606 9:00～15:00 土・日・祝・12/31～1/3
　同一券種を50枚以上お求めの場合は、購入日
の１週間前までにご連絡ください。

（一社）岡山県計量協会 岡山市北区芳賀5301
岡山県計量管理セ
ンター内

086-241-8950 8:30～17:00 土・日・祝・12/29～1/3
　同一券種を多数お求めの場合は、事前にご連
絡ください。

(一財)岡山県交通安全協会 岡山市北区御津中山444-3 運転免許ｾﾝﾀｰ内 086-724-4364 8:30～17:00 土・日・祝・年末年始

(一社)岡山県指定自動車教習所
協会

岡山市北区御津中山444-3 運転免許ｾﾝﾀｰ内 086-724-4366 8:30～17:00
土・日・祝・8/14,15・
12/29～1/3

（株）セノン岡山支社 岡山市北区日応寺1277
岡山空港ターミナル
内

086-294-1810 8:30～17:00 土・祝・年末年始

(一財)岡山県交通安全協会 岡山市北区御津草生2090 岡山北警察署内 0867-24-3793 8:30～17:00 土・日・祝・年末年始

岡山市農業協同組合福渡支所 岡山市北区建部町福渡804-6
岡山市農業協同組
合福渡支所

0867-22-0529 9:00～15:00 土・日・祝・12/31-1/3

山室　由紀恵 岡山市北区谷万成1-20-50 086-289-6329 8:30～15:00 土・日・祝・盆・年末年始
　在庫確認をしますので、必要な券種について、
事前にご連絡ください。

岡山県行政書士自動車業務セ
ンター

岡山市中区沢田355-1
岡山県行政書士自
動車業務センター

086-272-2792 9:00～17:00 土・日・祝・盆・年末年始 　200円、2,000円券のみ取り扱っています。

(一財)岡山県交通安全協会 岡山市中区浜1-19-39 岡山中央警察署内 086-270-0190 8:30～17:00 土・日・祝・年末年始

(一財)厚生会 岡山市中区浜3-7-15 岡山市中区役所内 直通電話なし 8:30～17:15 土・日・祝・年末年始 　パスポート用の証紙の販売のみ行っています。

おかやま食品衛生協会 岡山市中区古京町1-1-17 備前保健所内 086-901-1192 8:30～17:15 土・日・祝・年末年始
　１0万円以上お求めの場合は、購入日の前日
13時までにご連絡ください。

(株)岡山ももたろう自動車学校 岡山市中区藤崎622-4
(株)岡山ももたろう
自動車学校

086-274-3500 9:00～18:00 元日
　100円、200円、1,000円、2,000円券のみ取り
扱っています。

(株)アクティオ 岡山市中区中井430-16 (株)アクティオ 086-253-3777 9:00～17:00 土・日・祝・盆・年末年始

岡山県食肉商業協同組合 岡山市中区桜橋1-2-43
岡山県食肉商業協
同組合

086-273-7510
火曜日
7:30～11:00

月・水～金・土・日・祝・
盆・年末年始

岡山食肉市場関連企業組合 岡山市中区桜橋1-2-43
岡山食肉市場関連
企業組合

086-273-7291
火曜日
9:00～11:00

月・水～金・土・日・祝・
盆・年末年始

ウエストジャパン興業(株) 岡山市中区清水4-1-8
備前自動車岡山教
習所

086-272-5161 9:00～17:00 1/1～1/3
　100円、200円、1,000円、2,000円券のみ取り
扱っています。
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エリア 販売者（売りさばき人）
売りさばき場所

電話番号
販売時間 休日 特　　記販売場所（売りさばき場所）

(一財)岡山県交通安全協会 岡山市東区西大寺中野501-9 岡山東警察署内 086-942-8325 8:30～17:00 土・日・祝・年末年始

山﨑　彩見 岡山市東区西大寺南1-2-4
岡山市東区役所内
売店

086-944-5051 8:30～17:15 土・日・祝・年末年始
  一度に複数枚お求めの場合は、事前にご連絡
ください。

(一財)岡山県交通安全協会 岡山市東区瀬戸町瀬戸166 赤磐警察署内 0869-52-3374 8:30～17:00 土・日・祝

石原　幸子 岡山市東区瀬戸町観音寺721
生活彩家 環太平洋
大学店

086-958-0525 8:00～18:00 土・日・祝・年末年始

(一財)岡山県交通安全協会 岡山市南区泉田5-4-6 岡山南警察署内 086-245-8345 8:30～17:00 土・日・祝・年末年始

（一財）厚生会 岡山市南区浦安南町495-5 岡山市南区役所内 直通電話なし 8:30～17:15 土・日・祝・年末年始
パスポート用の証紙の販売のみ行っています。
ただし増補申請用は取り扱っていません。

岡山空港ターミナル(株) 岡山市南区浦安南町640 岡南飛行場内 086-262-1091 8:30～17:30 年中無休

岡山市農業協同組合加茂川支
所

加賀郡吉備中央町円城578-1
岡山市農業協同組
合加茂川支所

0867-34-1121 9:00～15:00 土・日・祝・12/31～1/3

吉備中央町 加賀郡吉備中央町豊野1-2 吉備中央町役場 0866-54-1313 8:30～17:15 土・日・祝・年末年始

　10円、50円、100円、200円、300円、500円、
1,000円、2,000円券のみ取り扱っています。
　一度に多数お求めの場合は、事前にご連絡く
ださい。

（株）吉備高原サツキ育英会
加賀郡吉備中央町吉川
4860-6

ポプラ吉備高原都
市パーティズ店

0866-56-8333 24H 年中無休

和気町 東備食品衛生協会 和気郡和気町和気487-2
備前保健所東備支
所内

0869-92-5179 8:30～17:00 土・日・祝・12/29～1/3 　収入印紙も取り扱っています。

(一財)岡山県交通安全協会 玉野市宇野1-13-1 玉野警察署 0863-31-1958 8:30～17:00 土・日・祝・年末年始

玉野飲食店組合 玉野市宇野1-20-7 玉野飲食店組合 0863-21-4069 9:00～17:00 土・日・祝・12/29～1/3

(一財)岡山県交通安全協会 瀬戸内市牛窓町牛窓4780-11 瀬戸内警察署 0869-34-5446 8:30～17:00 土・日・祝・年末年始

(有)オーデンスフィールド 瀬戸内市邑久町尾張338-1
セブンイレブン瀬戸
内市役所前店

0869-24-0798
9:00～11:00
13:00～17:00

年中無休

　10円、100円、500円、1,000円、2,000円、5,000
円券のみ取り扱っています。
　10万円以上お求めの場合は、事前にご連絡く
ださい。
　収入印紙も取り扱っています。

赤
磐
市

岩本　利江 赤磐市下市382-3 下市簡易郵便局内 086ー955-0280 9:00～16:00
土・日・祝・盆
(8/14,8/15)・年末年始
(12/29～1/3)

(一財)岡山県交通安全協会 備前市伊部276-1 備前警察署内 0869-63-4346 8:30～17:00 土・日・祝・年末年始

備前商工会議所 備前市東片上230 備前商工会議所 0869-64-2885 9:00～16:00 土・日・祝・年末年始

(一社)備前観光協会 備前市日生町寒河2570-31 備前観光協会 0869-72-1919 9:00～17:00 12/29～1/3
　収入印紙も取り扱っています。
　一度に多数お求めの場合は、事前にご連絡く
ださい。

ウエストジャパン興業(株) 備前市大内946
備前自動車備前教
習所

0869-66-9212 9:00～17:00 1/1～1/3
　100円、200円、1,000円、2,000円券のみ取り
扱っています。

(一財)岡山県交通安全協会 倉敷市大島451-1 倉敷警察署内 086-426-0110 8:30～17:00 土・日・祝・年末年始

岡山県倉敷地区猟友会 倉敷市羽島1083 備中県民局本館内 086-441-8278 8:30～17:00 土・日・祝・年末年始
　10万円以上お求めの場合は、購入日の前日午
前中までにご連絡ください。

備南食品衛生協会 倉敷市羽島1083 備中保健所内 086-434-7026 8:30～17:15 土・日・祝・12/29～1/3

倉敷市食品衛生協会 倉敷市笹沖170 倉敷市保健所内 086-434-9843 8:30～17:15 土・日・祝・12/29～1/3
　10万円以上お求めの場合は、購入日の前日12
時までにご連絡ください。

晴れの国岡山農業協同組合西
阿知支店

倉敷市西阿知町1040-5
晴れの国岡山農業
協同組合西阿知支
店

086-465-2123 9:00～15:00 土・日・祝・12/31～1/3
　1円、5円、250円券は取り扱っていません。
　一度に多数お求めの場合は、事前にご連絡く
ださい。

そごうリテイル（株） 倉敷市西中新田640
セブン-イレブン倉
敷市役所店

086-426-3622
8:00～18:00
木曜日のみ
8:00～19:00

土・日・祝・年末年始
　一度に多数お求めの場合は、購入日の前々日
14時までにご連絡ください。

(株)旭化成アビリティ水島営業所 倉敷市東富井1063
(株)旭化成アビリ
ティ水島営業所

086-423-4038 9:00～16:00
土・日・祝・年末年始・
5/21

　1円、5円、10円、50円券は取り扱っていませ
ん。
　在庫確認をしますので、必要な券種について、
事前にご連絡ください。

晴れの国岡山農業協同組合庄
支店

倉敷市上東750-4
晴れの国岡山農業
協同組合庄支店

086-462-4488 9:00～15:00 土・日・祝・12/31～1/3

晴れの国岡山農業協同組合真備西
支店 倉敷市真備町箭田1171-1

晴れの国岡山農業
協同組合真備西支
店

086-698-0018 9:00～15:00 土・日・祝・12/31～1/3

(株)総社自動車教習所 倉敷市松島1109
倉敷マスカット自動
車学校

086-463-1717 9:00～17:00 1/1～1/3
　100円、200円、1,000円、2,000円券のみ取り
扱っています。
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エリア 販売者（売りさばき人）
売りさばき場所

電話番号
販売時間 休日 特　　記販売場所（売りさばき場所）

（有）しらかみ 倉敷市児島赤崎2-10-2 （有）しらかみ 086-472-4666 8:00～19:00 日・祝・1/1～1/3

片岡均 倉敷市児島味野2-2-61 086-472-3188 9:00～17:00 日・月

(株)片岡書店 倉敷市児島味野2-2-56 086-472-9036 8:00～21:00 年中無休

倉敷市職員厚生会 倉敷市児島小川町3681-3
倉敷市役所児島支
所売店

086-473-1707 10:00～15:00 土・日・祝・年末年始
　1円、5円、10円、50円券は取り扱っていませ
ん。

(一財)岡山県交通安全協会 倉敷市児島駅前4-83 児島警察署内 086-474-5659 8:30～17:00 土・日・祝・年末年始

亀山早子 倉敷市児島小川4-4-12 亀山商店 086-472-2030 9:00～19:00 第2日曜

（有）エージェントはなふさ 倉敷市児島小川町3681-3
倉敷市児島支所
食堂内

090-8813-8723 8:30～17:15 土・日・祝・年末年始 パスポート用の証紙の販売のみ行っています。

浅沼　宏幸 倉敷市玉島柏島802 浅沼宅 086-526-3070 8:30～18:00 日・祝

(一財)岡山県交通安全協会 倉敷市玉島1354 玉島警察署内 086-522-0110 8:30～17:00 土・日・祝・年末年始

晴れの国岡山農業協同組合連
島支店

倉敷市連島町西之浦512
晴れの国岡山農業
協同組合連島支店

086-444-5151 9:00～15:00 土・日・祝・12/31～1/3

新水マリン(株) 倉敷市水島海岸通4-2
ENEOS(株)水島製
油所A工場内

086-444-2615 8:30～17:00 土・日・祝・年末年始

晴れの国岡山農業協同組合福
田支店

倉敷市北畝4-11-43
晴れの国岡山農業
協同組合福田支店

086-455-8125 9:00～15:00 土・日・祝・12/31～1/3

(一財)岡山県交通安全協会 倉敷市水島南幸町4-1 水島警察署内 086-444-0110 8:30～17:00 土・日・祝・年末年始

倉敷市職員厚生会 倉敷市水島北幸町1-1
倉敷市役所水島支
所売店

086-444-2299 9:00～15:00 土・日・祝・年末年始
　３万円以上お求めの場合は、購入日の前々日
１４時までにご連絡ください。

早島町
晴れの国岡山農業協同組合早
島町支店

都窪郡早島町前潟147-1
晴れの国岡山農業
協同組合早島町支
店

086-482-0647 9:00～15:00 土・日・祝・12/31～1/3

(一財)岡山県交通安全協会 総社市真壁426-1 総社警察署内 0866-94-3733 8:30～17:00 土・日・祝・年末年始

総社市職員組合 総社市中央1-1-1 総社市役所内 0866-92-8395 8:30～17:45 土・日・祝・年末年始
　同一券種を多数お求めの場合は、事前にご連
絡ください。

晴れの国岡山農業協同組合昭
和支店

総社市美袋483-2
晴れの国岡山農業
協同組合昭和支店

0866-99-1111 9:00～15:00 土・日・祝・12/31～1/3

晴れの国岡山農業協同組合清
音支店

総社市清音軽部697
晴れの国岡山農業
協同組合清音支店

0866-94-0021 9:00～15:00 土・日・祝・12/31～1/3 　1円、5円券は取り扱っていません。

晴れの国岡山農業協同組合山
手支店

総社市岡谷２３
晴れの国岡山農業
協同組合山手支店

0866-93-2336 9:00～15:00 土・日・祝・12/31～1/3

内海　暉夫 笠岡市笠岡5269-1 コスモ石油SS 0865-62-4138

平日
9:00～17:30
　

土曜日
9:00～17:00

日・祝・1/1～1/3
　時間外に購入を希望される場合はお問い合わ
せください。

秀　榮子 笠岡市中央町2-16 ﾋﾃﾞ文具店 0865-62-3716 9:00～18:00 日・祝・12/31～1/3

(一財)岡山県交通安全協会 笠岡市六番町2-3 笠岡警察署内 0865-63-6110 8:30～17:00 土・日・祝・年末年始

井笠食品衛生協会 笠岡市六番町2-5
備中保健所井笠支
所内

0865-69-1669 8:30～17:00 土・日・祝・12/29～1/3
　10万円以上又は一度に多数の券種をお求め
の場合は、購入日の前々日午前中までにご連
絡ください。

晴れの国岡山農業協同組合井
原支店

井原市井原町512-2
晴れの国岡山農業
協同組合井原支店

0866-62-8370 9:00～15:00 土・日・祝・12/31～1/3

(一財)岡山県交通安全協会 井原市西江原町859-1 井原警察署内 0866-62-9110 8:30～17:00 土・日・祝・年末年始

晴れの国岡山農業協同組合井
原芳井支店

井原市芳井町吉井97
晴れの国岡山農業
協同組合井原芳井
支店

0866-72-1414 9:00～15:00 土・日・祝・12/31～1/3

浅口市
晴れの国岡山農業協同組合金
光支店

浅口市金光町占見新田274
晴れの国岡山農業
協同組合金光支店

0865-42-3153 9:00～15:00 土・日・祝・12/31～1/3

晴れの国岡山農業協同組合鴨
方支店

浅口郡里庄町里見5265-1
晴れの国岡山農業
協同組合鴨方支店

0865-44-2111 9:00～15:00 土・日・祝・12/31～1/3

晴れの国岡山農業協同組合里
庄支店

浅口郡里庄町里見2610-1
晴れの国岡山農業
協同組合里庄支店

0865-64-3311 9:00～15:00 土・日・祝・12/31～1/3
　1円、5円、250円、300円、400円券は取り扱って
いません。

矢掛町 高草　健作 小田郡矢掛町矢掛1987 高草商店 0866-82-0069 8:00～19:00 水・1/1

(株)本多組 高梁市落合町近似285-1 (株)本多組 0866-22-3248 8:00～17:00 土・日・祝・盆・年末年始
　一度に多数の券種をお求めの場合は、お早め
にご連絡ください。

高梁食品衛生協会 高梁市落合町近似286-1 備北保健所内 0866-21-2837 8:30～17:00 土・日・祝・12/29～1/3
　同一券種を20枚以上お求めの場合は、購入日
の前日12時までにご連絡ください。

佐々木　征二 高梁市新町5 ストアーササキ 0866-22-2224 7:00～19:00 日・祝・年末年始

里庄町
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エリア 販売者（売りさばき人）
売りさばき場所

電話番号
販売時間 休日 特　　記販売場所（売りさばき場所）

(一財)岡山県交通安全協会 高梁市段町1017-1 高梁警察署内 0866-22-0093 8:30～17:00 土・日・祝・年末年始

井上　重利 高梁市松原通2046-1 井上不動産(有) 0866-22-2015 10:00～17:00 日・祝・年末年始
　５万円以上お求めの場合は、購入日の前日１４
時までにご連絡ください。

(株)ポプラ 高梁市津川町今津822-2
ポプラ高梁木野山
店

0866-23-0388 24H 年中無休

後内　道子 高梁市備中町東油野1745 細川商店 0866-45-2635 8:00～20:00 日 　事前のご連絡により、日曜も販売します。

石田　清壽 高梁市成羽町下原484 石田商店 0866-42-2073 8:00～18:30 日・祝・年末年始

(一財)岡山県交通安全協会 新見市新見389-1 新見警察署内 0867-72-2324 8:30～17:00 土・日・祝・年末年始

新見食品衛生協会 新見市高尾2400
備北保健所新見支
所内

0867-72-5691 8:30～17:00 土・日・祝・12/29～1/3

(有)宮本ストアー 新見市高尾796-19 宮本ストアー 0867-72-4097 8:00～18:00 日・年末年始

御殿町センター経営協議会 新見市新見858 御殿町センター 0867-72-6660 9:00～17:00 日・12/29～1/3

（株）道満石油店 真庭市西原70-4 昭和シェルＳＳ 0867-52-0133 7:00～20:00 日

(一財)岡山県交通安全協会 真庭市江川821-1 真庭警察署内 0867-44-5251 8:30～17:00 土・日・祝・年末年始

竹井　克之 真庭市勝山123 竹井商店 0867-44-2165 8:30～19:00 第1、3日曜・1/1～1/3

　３万円以上お求めの場合は、購入日の前日午
前中までにご連絡ください。
　1円、5円、10円、250円、300円、400円券は取り
扱っていません。

森本　昭夫 真庭市勝山259-1 森本酒店 0867-44-2725 8:00～21:00 ほぼ年中無休

　在庫確認をしますので、必要な券種について、
事前にご連絡ください。
　２万円以上お求めの場合は、購入日の前日13
時までにご連絡ください。

真庭食品衛生協会 真庭市勝山591 真庭保健所内 0867-44-2918 8:30～17:00 土・日・祝・12/29～1/3
　３万円以上お求めの場合は、購入日の前日午
前中までにご連絡ください。

真庭食糧販売企業組合 真庭市久世2827 真庭食糧(販) 0867-42-0010 8:30～17:30
日・祝・8/14～16、1/1～
4

　５万円以上お求めの場合は、事前にご連絡くだ
さい。
　事前のご連絡により、日、祝日及び17:30以降
も、販売します。

真庭食糧販売企業組合 真庭市久世2512-12 （株）エイチケイ商会 0867-42-0010 6:00～19:00 年中無休

晴れの国岡山農業協同組合久
世支店

真庭市久世2903-1
晴れの国岡山農業
協同組合久世支所

0867-42-1120 9:00～15:00 土・日・祝・12/31～1/3

晴れの国岡山農業協同組合蒜
山支店

真庭市蒜山上長田490-15
晴れの国岡山農業
協同組合蒜山支所

0867-66-2522 9:00～15:00 土・日・祝・12/31～1/3

晴れの国岡山農業協同組合北
房支店

真庭市上水田5120
晴れの国岡山農業
協同組合北房支店

0866-52-2820 9:00～15:00 土・日・祝・12/31～1/3

新庄村 新庄村 真庭郡新庄村2008-1 新庄村役場 0867-56-2626 9:00～17:30 土・日・祝・年末年始
　お求めのになる日の４日前（閉庁日を除く）まで
にご連絡ください。

(一社)津山食肉処理公社 津山市国分寺9-1
津山食肉処理セン
ター管理棟

0868-26-1097 8:00～16:00
土・日・祝・8/14-8/16・
12/29-1/4

津山食品衛生協会 津山市椿高下114 美作保健所内 0868-23-0111 8:30～17:00 土・日・祝・12/29～1/3

　1円、5円券は取り扱っていません。
　10万円以上お求めの場合は、購入日の前日13
時までにご連絡ください。

(一財)岡山県交通安全協会 津山市林田77 津山警察署内 0868-24-2636 8:30～17:00 土・日・祝・年末年始

中山　正通 津山市南新座34 (有)木乃久商事 0868-23-9237 9:30～17:30 土・日・祝・盆・年末年始
　お求めの場合は、なるべく購入日の前日16時
までにご連絡ください。

（一財）津山市都市整備公社 津山市山北520 津山市役所内売店 0868-32-2126 8:30～17:15 土・日・祝・年末年始

(株)ポプラ 津山市宮尾561-1 ポプラ久米宮尾店 0868-57-7515 24H 年中無休

晴れの国岡山農業協同組合加
茂支店

津山市加茂町小中原17-1
晴れの国岡山農業
協同組合加茂支店

0868-42-3141 9:00～15:00 土・日・祝・12/31～1/3
　 一度に多数お求めの場合は、在庫確認をしま
すので、必要な券種について、事前にご連絡くだ
さい。

土肥　祥嗣 津山市田町13 土肥酒店 0868-22-3065 9:00～18:00 日・祝
　10万円以上お求めの場合は、購入日の前日10
時までにご連絡ください。

(一財)岡山県交通安全協会 久米郡美咲町打穴中1082-2 美咲警察署内 0868-66-3828 8:30～17:00 土・日・祝・年末年始

晴れの国農業協同組合中央支
店

久米郡美咲町原田1668-1
晴れの国農業協同
組合中央支店

0868-66-1107 9:00～15:00 土・日・祝・12/31～1/3

晴れの国農業協同組合中央支
店

久米郡美咲町原田1735 美咲町役場 0868-66-1111 8:30～17:00 土・日・祝・年末年始

久米南町 久米南町 久米郡久米南町下弓削502-1 久米南町役場 086-728-2111 8:30～17:15 土・日・祝・年末年始

晴れの国農業協同組合奥津支
店

苫田郡鏡野町女原31-9
晴れの国農業協同
組合奥津支店

0868-52-2931 9:00～15:00 土・日・祝・12/31～1/3

晴れの国農業協同組合鏡野支
店

苫田郡鏡野町竹田660 鏡野町役場 0868-54-1652 9:00～17:00 土・日・祝・年末年始
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エリア 販売者（売りさばき人）
売りさばき場所

電話番号
販売時間 休日 特　　記販売場所（売りさばき場所）

勝英食品衛生協会 美作市入田291-2
美作保健所勝英支
所内

0868-73-4053
8:30～12:00、
13:00～17:00

土・日・祝・12/29～1/3・
職員不在時は窓口閉鎖

  在庫確認をしますので、必要な券種について、
事前にご連絡ください。

(一財)岡山県交通安全協会 美作市明見333-1 美作警察署内 0868-72-4371 8:30～17:00 土・日・祝・年末年始

(株)日笠会計 美作市明見807-1 (株)日笠会計 0868-72-0516 8:30～17:00
第1、2土・日・祝・盆・年
末年始

　お求めになる日の前々日までにご連絡くださ
い。

美作市 美作市栄町38-2 美作市役所 0868-72-0928 8:30～17:15 土・日・祝・年末年始
　 2,000円券以外の券種をお求めの場合は、事
前にご連絡ください。

晴れの国農業協同組合奈義支
店

勝田郡奈義町久常264
晴れの国農業協同
組合奈義支店

0868-36-4121 9:00～15:00 土・日・祝・12/31～1/3
　10万円以上お求めの場合は、購入日の前日10
時までにご連絡ください。

晴れの国農業協同組合奈義支
店

勝田郡奈義町豊沢306-1 奈義町役場 0868-36-4111 8:30～17:00 土・日・祝・12/29～1/3

西粟倉村 西粟倉村 英田郡西粟倉村影石33-1 西粟倉村役場 0868-79-2113 8:30～17:15 土・日・祝・年末年始
お求めの場合は、必要な券種について、事前に
ご連絡ください。
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