
倉敷商工会議所管轄地域名一覧

地名 カナ 地名 カナ
あ 青江 （アオエ） は 白楽町 （バクロチョウ）
浅原 （アサバラ） 羽島 （ハシマ）
阿知 （アチ） 八王寺町 （ハチオウジチョウ）
天城台 （アマキダイ） 八軒屋 （ハチケンヤ）
有城 （アルキ） 浜ノ茶屋 （ハマノチャヤ）
生坂 （イクサカ） 浜町 （ハママチ）

い 五日市 （イツカイチ） 早高 （ハヤタカ）
稲荷町 （イナリマチ） ひ 東塚 （ヒガシヅカ）
石見町 （イワミチョウ） 東粒浦 （ヒガシツブウラ）

う 潮通 （ウシオドオリ） 東富井 （ヒガシトミイ）
浦田 （ウラダ） 東町 （ヒガシマチ）

お 老松町 （オイマツチョウ） 日ノ出町 （ヒノデチョウ）
大内 （オオウチ） 日吉町 （ヒヨセチョウ）
大島 （オオジマ） 平田 （ヒラタ）
沖 （オキ） 広江 （ヒロエ）
沖新町 （オキシンマチ） ふ 福井 （フクイ）
帯高 （オビタカ） 福島 （フクシマ）

か 加須山 （カスヤマ） 福田町浦田 （フクダチョウウラダ）
片島町 （カタシマチョウ） 福田町古新田 （フクダチョウコシンデン）
上富井 （カミトミイ） 福田町東塚 （フクダチョウヒガシヅカ）
亀島 （カメジマ） 福田町広江 （フクダチョウヒロエ）
亀山 （カメヤマ） 福田町福田 （フクダチョウフクダ）
川入 （カワイリ） 藤戸町天城 （フジトチョウアマキ）
川西町 （カワニシマチ） 藤戸町藤戸 （フジトチョウフジト）
神田 （カンダ） 二日市 （フツカイチ）

き 北畝 （キタセ） 船倉町 （フナグラチョウ）
北浜町 （キタハマチョウ） ほ 堀南 （ホリナン）

く 倉敷ハイツ （クラシキハイツ） 本町 （ホンマチ）
黒石 （クロイシ） ま 松江 （マツエ）
黒崎 （クロサキ） み 水江 （ミズエ）
寿町 （コトブキチョウ） 水島相生町 （ミズシマアイオイチョウ）

さ 幸町 （サイワイチョウ） 水島青葉町 （ミズシマアオバチョウ）
酒津 （サカヅ） 水島海岸通 （ミズシマカイガンドオリ）
笹沖 （ササオキ） 水島川崎通 （ミズシマカワサキドオリ）

し 四十瀬 （シシジュウセ） 水島北春日町 （ミズシマキタカスガチョウ）
昭和 （ショウワ） 水島北亀島町 （ミズシマキタカメジマチョウ）
新田 （シンデン） 水島北幸町 （ミズシマキタサイワイチョウ）

す 祐安 （スケヤス） 水島北瑞穂町 （ミズシマキタミズホチョウ）
た 高須賀 （タカスカ） 水島北緑町 （ミズシマキタミドリマチ）
田ノ上 （タノウエ） 水島高砂町 （ミズシマタカサゴチョウ）
田ノ上新町 （タノウエシンマチ） 水島中通 （ミズシマナカドオリ）

ち 中央 （チュウオウ） 水島西寿町 （ミズシマニシコトブキチョウ）
つ 粒浦 （ツブウラ） 水島西栄町 （ミズシマニシサカエマチ）
粒江 （ツブエ） 水島西千鳥町 （ミズシマニシチドリチョウ）
粒江団地 （ツブエダンチ） 水島西通 （ミズシマニシドオリ）
連島 （ツラジマ） 水島西常盤町 （ミズシマニシトキワチョウ）
連島中央 （ツラジマチュウオウ） 水島西弥生町 （ミズシマニシヤヨイチョウ）
連島町亀島新田 （ツラジマチョウカメジマシンデン） 水島東川町 （ミズシマヒガシガワチョウ）
連島町連島 （ツラジマチョウツラジマ） 水島東寿町 （ミズシマヒガシコトブキチョウ）
連島町鶴新田 （ツラジマチョウツルシンデン） 水島東栄町 （ミズシマヒガシサカエマチ）
連島町西之浦 （ツラジマチョウニシノウラ） 水島東千鳥町 （ミズシマヒガシチドリチョウ）
連島町矢柄 （ツラジマチョウヤガラ） 水島東常盤町 （ミズシマヒガシトキワチョウ）
鶴形 （ツルガタ） 水島東弥生町 （ミズシマヒガシヤヨイチョウ）
鶴の浦 （ツルノウラ） 水島福崎町 （ミズシマフクサキチョウ）

と 徳芳 （トクボウ） 水島南春日町 （ミズシマミナミカスガチョウ）
鳥羽 （トバ） 水島南亀島町 （ミズシマミナミカメジマチョウ）

な 中帯江 （ナカオビエ） 水島南幸町 （ミズシマミナミサイワイチョウ）
中島 （ナカシマ） 水島南瑞穂町 （ミズシマミナミミズホチョウ）
中庄 （ナカショウ） 水島南緑町 （ミズシマミナミミドリマチ）
中庄団地 （ナカショウダンチ） 水島明神町 （ミズシマミョウジンチョウ）
中畝 （ナカセ） 三田 （ミツダ）

に 西阿知町 （ニシアチチョウ） 南畝 （ミナミセ）
西阿知町新田 （ニシアチチョウシンデン） 南町 （ミナミマチ）
西阿知町西原 （ニシアチチョウニシバラ） 宮前 （ミヤマエ）
西岡 （ニシオカ） 美和 （ミワ）
西坂 （ニシザカ） む 向山 （ムコウヤマ）
西田 （ニシダ） や 安江 （ヤスエ）
西富井 （ニシトミイ） よ 吉岡 （ヨシオカ）
西中新田 （ニシナカシンデン） 呼松町 （ヨビマツチョウ）


