
　　０３８-００００・青森県青森市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０３０-０８４６・青森県青森市青葉・あおはﾞ

　　０３０-０８１１・青森県青森市青柳・あおやぎ

　　０３０-０９５６・青森県青森市赤坂・あかさか

　　０３０-０８５１・青森県青森市旭町・あさひちよう

　　０３９-３５０１・青森県青森市浅虫・あさむじ

　　０３８-００５６・青森県青森市飛鳥・あすか

　　０３８-００５９・青森県青森市油川・あぶらかわ

　　０３０-０１１１・青森県青森市荒川・あらかわ

　　０３８-０００３・青森県青森市石江・いしえ

　　０３０-０９２２・青森県青森市泉野・いずみの

　　０３８-００４３・青森県青森市岩渡・いわたり

　　０３０-０１３６・青森県青森市牛館・うしたて

　　０３０-１２６２・青森県青森市後潟・うしろがた

　　０３０-０９３２・青森県青森市後萢・うしろやち

　　０３８-００５１・青森県青森市内真部・うちまんへﾟ

　　０３０-０８４２・青森県青森市浦町・うらまち

　　０３０-０１４１・青森県青森市上野・うわの

　　０３０-０１５５・青森県青森市大谷・おおたに

　　０３０-０８５２・青森県青森市大野・おおの

　　０３０-０１４４・青森県青森市大別内・おおべつない

　　０３０-０１２３・青森県青森市大矢沢・おおやさわ

　　０３０-０９１４・青森県青森市岡造道・おかつくりみち

　　０３８-００４１・青森県青森市岡町・おかまち

　　０３８-０００２・青森県青森市沖館・おきだて

　　０３８-００５４・青森県青森市奥内・おくない

　　０３０-０８４１・青森県青森市奥野・おくの

　　０３０-０１４３・青森県青森市小畑沢・おはﾞたけざわ

　　０３０-０１３７・青森県青森市卸町・おろしまち

　　０３０-０８２１・青森県青森市勝田・かつた

　　０３０-０９０２・青森県青森市合浦・がつほﾟ

　　０３０-０８４４・青森県青森市桂木・かつらぎ

　　０３０-０８５３・青森県青森市金沢・かなざわ

　　０３０-０１４５・青森県青森市金浜・かねはま

　　０３０-０８５５・青森県青森市北金沢・きたかなざわ

　　０３９-３５０２・青森県青森市久栗坂・くぐりざか

　　０３８-００１３・青森県青森市久須志・くすじ

　　０３０-０９３５・青森県青森市桑原・くわはﾞら

　　０３０-０９１８・青森県青森市けやき・けやき

　　０３０-０１３４・青森県青森市合子沢・ごうしざわ

　　０３０-０９４３・青森県青森市幸畑・こうはﾞた

　　０３０-０１５３・青森県青森市小館・こだて

　　０３０-１２７２・青森県青森市小橋・こはﾞじ

　　０３０-０９５４・青森県青森市駒込（月見野）・こまごめ(つきみの)

　　０３０-０９５３・青森県青森市駒込（蛍沢）・こまごめ(ほたるざわ)

　　０３０-０９５５・青森県青森市駒込（その他）・こまごめ(そのた)

　　０３０-０９１５・青森県青森市小柳・こやなぎ

　　０３０-０９０３・青森県青森市栄町・さかえまち

　　０３０-０９４５・青森県青森市桜川・さくらがわ

　　０３８-００３２・青森県青森市里見・さとみ

　　０３０-０９４２・青森県青森市沢山・さわやま

　　０３８-００３１・青森県青森市三内・さんない

　　０３９-３５０６・青森県青森市三本木・さんほﾞんぎ

　　０３０-１２６１・青森県青森市四戸橋・しとはﾞじ

　　０３８-００１１・青森県青森市篠田・しのだ

　　０３８-００５２・青森県青森市清水・しみず

　　０３０-０９４１・青森県青森市自由ケ丘・じゆうがおか

　　０３８-００４２・青森県青森市新城・しんじよう

　　０３０-０８０１・青森県青森市新町・しんまち

　　０３０-０１３５・青森県青森市新町野・しんまちの

　　０３０-０９３３・青森県青森市諏訪沢・すわのさわ

　　０３８-００５５・青森県青森市瀬戸子・せとじ

　　０３８-００１５・青森県青森市千刈・せんがり

　　０３０-０８５４・青森県青森市千富町・せんとみちよう

　　０３０-０１１３・青森県青森市第二問屋町・だいにとんやまち

　　０３０-０９３１・青森県青森市平新田・たいらしんでん

　　０３０-０１５１・青森県青森市高田・たかだ

　　０３０-０９２４・青森県青森市滝沢（下川原１９０－１）・たきさわ(しもかわら１９０-１)

　　０３９-３５２４・青森県青森市滝沢（その他）・たきさわ(そのた)

　　０３０-０１２４・青森県青森市田茂木野・たもぎの

青森県地名一覧(郵便番号付)・　オフライン検索可・検索入力は　Ctrl+f      http://tainak.jp/

http://tainak.jp


　　０３０-０９１６・青森県青森市田屋敷・たやしき

　　０３０-０９０４・青森県青森市茶屋町・ちややまち

　　０３０-０８２２・青森県青森市中央・ちゆうおう

　　０３０-０９２５・青森県青森市築木館・つきのきだて

　　０３０-０９５８・青森県青森市月見野・つきみの

　　０３０-０９６２・青森県青森市佃・つくだ

　　０３０-０９１１・青森県青森市造道・つくりみち

　　０３０-０９４４・青森県青森市筒井・つつい

　　０３０-０８１２・青森県青森市堤町・つつみまち

　　０３８-００４５・青森県青森市鶴ケ坂・つるがさか

　　０３８-００４６・青森県青森市戸門・とかど

　　０３０-０９３４・青森県青森市戸崎・とざき

　　０３８-０００４・青森県青森市富田・とみた

　　０３０-０９５２・青森県青森市戸山（赤坂）・とやま(あかさか)

　　０３０-０９５１・青森県青森市戸山（その他）・とやま(そのた)

　　０３０-０１３１・青森県青森市問屋町・とんやまち

　　０３０-０８６１・青森県青森市長島・ながしま

　　０３０-０９６３・青森県青森市中佃・なかつくだ

　　０３０-０９６１・青森県青森市浪打・なみうち

　　０３８-１３２１・青森県青森市浪岡相沢・なみおかあいざわ

　　０３８-１３１３・青森県青森市浪岡王余魚沢・なみおかかれいざわ

　　０３８-１３２５・青森県青森市浪岡北中野・なみおかきたなかの

　　０３８-１３２４・青森県青森市浪岡吉内・なみおかきちない

　　０３８-１３４３・青森県青森市浪岡郷山前・なみおかごうさんまえ

　　０３８-１３１２・青森県青森市浪岡五本松・なみおかごほんまつ

　　０３８-１３４５・青森県青森市浪岡下石川・なみおかしもいしかわ

　　０３８-１３３２・青森県青森市浪岡下十川・なみおかしもとがわ

　　０３８-１３４１・青森県青森市浪岡銀・なみおかしろがね

　　０３８-１３０５・青森県青森市浪岡杉沢・なみおかすぎさわ

　　０３８-１３０１・青森県青森市浪岡大釈迦・なみおかだいしやか

　　０３８-１３０４・青森県青森市浪岡高屋敷・なみおかたかやしき

　　０３８-１３４２・青森県青森市浪岡樽沢・なみおかたるさわ

　　０３８-１３０３・青森県青森市浪岡徳才子・なみおかとくさいじ

　　０３８-１３０２・青森県青森市浪岡長沼・なみおかながぬま

　　０３８-１３１１・青森県青森市浪岡浪岡・なみおかなみおか

　　０３８-１３０６・青森県青森市浪岡福田・なみおかふくだ

　　０３８-１３２２・青森県青森市浪岡細野・なみおかほその

　　０３８-１３２３・青森県青森市浪岡本郷・なみおかほんごう

　　０３８-１３３３・青森県青森市浪岡増館・なみおかますだて

　　０３８-１３３１・青森県青森市浪岡女鹿沢・なみおかめがさわ

　　０３８-１３４４・青森県青森市浪岡吉野田・なみおかよしのだ

　　０３８-００２２・青森県青森市浪館・なみだて

　　０３８-００２４・青森県青森市浪館前田・なみだてまえだ

　　０３０-０８５６・青森県青森市西大野・にしおおの

　　０３０-０９４８・青森県青森市虹ケ丘・にじがおか

　　０３８-００１４・青森県青森市西滝・にしたき

　　０３８-００５７・青森県青森市西田沢・にしたざわ

　　０３８-０００１・青森県青森市新田・につた

　　０３０-０１５４・青森県青森市入内・にゆうない

　　０３０-０１４２・青森県青森市野木・のぎ

　　０３０-０１５２・青森県青森市野沢・のざわ

　　０３０-０１２２・青森県青森市野尻・のじり

　　０３９-３５０３・青森県青森市野内・のない

　　０３０-０８２３・青森県青森市橋本・はしもと

　　０３８-００５８・青森県青森市羽白・はじろ

　　０３０-０９６６・青森県青森市花園・はなぞの

　　０３０-０８４３・青森県青森市浜田・はまだ

　　０３０-０９４７・青森県青森市浜館・はまだて

　　０３０-０９１９・青森県青森市はまなす・はまなす

　　０３０-０９２１・青森県青森市原別・はらべつ

　　０３０-０８４７・青森県青森市東大野・ひがしおおの

　　０３０-０９１３・青森県青森市東造道・ひがしつくりみち

　　０３０-１２７３・青森県青森市左堰・ひだりぜき

　　０３０-０８６２・青森県青森市古川・ふるかわ

　　０３０-０９４６・青森県青森市古館・ふるだて

　　０３８-００２３・青森県青森市細越・ほそごえ

　　０３０-０９５７・青森県青森市蛍沢・ほたるざわ

　　０３０-０８０２・青森県青森市本町・ほんちよう

　　０３８-００５３・青森県青森市前田・まえだ

　　０３８-００４４・青森県青森市孫内・まごない



　　０３０-０８１３・青森県青森市松原・まつはﾞら

　　０３０-０９６５・青森県青森市松森・まつもり

　　０３９-３５０７・青森県青森市馬屋尻・まやじり

　　０３０-０８４５・青森県青森市緑・みどり

　　０３０-０９０１・青森県青森市港町・みなとまち

　　０３０-０９６４・青森県青森市南佃・みなみつくだ

　　０３９-３５０５・青森県青森市宮田・みやた

　　０３０-０１２１・青森県青森市妙見・みようけん

　　０３８-０００６・青森県青森市三好・みよじ

　　０３０-０９３７・青森県青森市本泉・もといずみ

　　０３０-０１３３・青森県青森市雲谷・もや

　　０３０-０９１２・青森県青森市八重田・やえだ

　　０３０-０９１７・青森県青森市矢作・やさく

　　０３０-０８０３・青森県青森市安方・やすかた

　　０３８-００２１・青森県青森市安田・やすた

　　０３９-３５０４・青森県青森市矢田・やだ

　　０３０-０９３６・青森県青森市矢田前・やだまえ

　　０３０-０１１２・青森県青森市八ツ役・やつやく

　　０３８-００１２・青森県青森市柳川・やなかわ

　　０３０-０９２３・青森県青森市八幡林・やはたはﾞやじ

　　０３０-０１３２・青森県青森市横内・よこうち

　　０３０-０１２５・青森県青森市四ツ石・よついじ

　　０３０-１２７１・青森県青森市六枚橋・ろくまえはﾞじ

　　０３６-００００・青森県弘前市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０３６-１５１６・青森県弘前市藍内・あいない

　　０３６-８２４６・青森県弘前市青樹町・あおきちよう

　　０３８-３６１５・青森県弘前市青女子・あおなご

　　０３６-８０６２・青森県弘前市青山・あおやま

　　０３６-８２７９・青森県弘前市茜町・あかねちよう

　　０３６-８２６４・青森県弘前市悪戸・あくど

　　０３６-８２５２・青森県弘前市旭ケ丘・あさひがおか

　　０３６-１３０２・青森県弘前市愛宕・あたご

　　０３６-８３６４・青森県弘前市新町・あらまち

　　０３６-８１２４・青森県弘前市石川・いしかわ

　　０３６-８３１６・青森県弘前市石渡・いしわたり

　　０３６-８１６４・青森県弘前市泉野・いずみの

　　０３６-８１３４・青森県弘前市一野渡・いちのわたり

　　０３６-８２０１・青森県弘前市一番町・いちはﾞんちよう

　　０３６-１３２５・青森県弘前市一町田・いつちようだ

　　０３６-８０９７・青森県弘前市稲田・いなだ

　　０３６-８０７３・青森県弘前市岩賀・いわか

　　０３６-８０２３・青森県弘前市植田町・うえだちよう

　　０３６-８００２・青森県弘前市駅前・えきまえ

　　０３６-８００３・青森県弘前市駅前町・えきまえちよう

　　０３６-８１３２・青森県弘前市狼森・おいのもり

　　０３６-８１０４・青森県弘前市扇町・おうぎまち

　　０３６-８３４６・青森県弘前市大浦町・おおうらまち

　　０３６-８３１１・青森県弘前市大川・おおかわ

　　０３６-８０７１・青森県弘前市大久保・おおくほﾞ

　　０３６-８１２５・青森県弘前市大沢・おおさわ

　　０３６-８１６１・青森県弘前市大清水・おおしみず

　　０３６-１５１３・青森県弘前市大助・おおすけ

　　０３６-８１７５・青森県弘前市大富町・おおとみちよう

　　０３６-８２４２・青森県弘前市大原・おおはら

　　０３６-８２４７・青森県弘前市大開・おおびらき

　　０３６-８００４・青森県弘前市大町・おおまち

　　０３６-１２０３・青森県弘前市大森・おおもり

　　０３６-８１３３・青森県弘前市大和沢・おおわさわ

　　０３６-８０３４・青森県弘前市徒町・おかちまち

　　０３６-８０３３・青森県弘前市徒町川端町・おかちまちかわはﾞたちよう

　　０３６-８１９７・青森県弘前市桶屋町・おけやまち

　　０３８-３６１３・青森県弘前市小友・おとも

　　０３６-１２０５・青森県弘前市鬼沢・おにざわ

　　０３６-８０９６・青森県弘前市表町・おもてまち

　　０３６-８１９１・青森県弘前市親方町・おやかたまち

　　０３６-８３８３・青森県弘前市折笠・おりかさ

　　０３６-１２０４・青森県弘前市貝沢・かいざわ

　　０３６-８１５２・青森県弘前市学園町・がくえんちよう

　　０３６-８２０４・青森県弘前市覚仙町・かくせんちよう

　　０３６-８１９２・青森県弘前市鍛冶町・かじまち



　　０３６-８３３５・青森県弘前市春日町・かすがちよう

　　０３６-８０５２・青森県弘前市堅田・かただ

　　０３６-８１１１・青森県弘前市門外・かどけ

　　０３６-１３３２・青森県弘前市兼平・かねひら

　　０３６-８０１３・青森県弘前市上瓦ケ町・かみかわらけちよう

　　０３６-８３５４・青森県弘前市上鞘師町・かみさやしまち

　　０３６-８２０７・青森県弘前市上白銀町・かみしろがねちよう

　　０３６-１５０４・青森県弘前市紙漉沢・かみすきさわ

　　０３６-８２２１・青森県弘前市紙漉町・かみすきまち

　　０３６-８３３２・青森県弘前市亀甲町・かめのこうまち

　　０３６-８０２２・青森県弘前市萱町・かやちよう

　　０３６-８１１４・青森県弘前市川合・かわい

　　０３６-８１０３・青森県弘前市川先・かわさき

　　０３６-８２７７・青森県弘前市河原町・かわはらちよう

　　０３６-８２２６・青森県弘前市寒沢町・かんざわちよう

　　０３６-８０６１・青森県弘前市神田・かんだ

　　０３６-８２２７・青森県弘前市桔梗野・ききようの

　　０３６-８１９４・青森県弘前市北川端町・きたかわはﾞたちよう

　　０３６-８０１２・青森県弘前市北瓦ケ町・きたかわらけちよう

　　０３６-８２１３・青森県弘前市北新寺町・きたしんてらまち

　　０３６-８１５１・青森県弘前市北園・きたぞの

　　０３６-８０３１・青森県弘前市北柳町・きたやなぎちよう

　　０３６-８０４６・青森県弘前市北横町・きたよこちよう

　　０３６-８２５１・青森県弘前市清富町・きよとみちよう

　　０３６-８１６３・青森県弘前市清原・きよはら

　　０３６-８２４５・青森県弘前市金属町・きんぞくちよう

　　０３６-１３０３・青森県弘前市葛原・くずはら

　　０３６-１４３３・青森県弘前市国吉・くによじ

　　０３６-１３２１・青森県弘前市熊嶋・くまじま

　　０３６-８３４５・青森県弘前市蔵主町・くらぬしちよう

　　０３６-１５０２・青森県弘前市黒滝・くろたき

　　０３６-１４３４・青森県弘前市黒土・くろつち

　　０３６-８００５・青森県弘前市楮町・こうじまち

　　０３６-１４３１・青森県弘前市高野・こうや

　　０３６-８１２３・青森県弘前市小金崎・こがねざき

　　０３６-８１２７・青森県弘前市小栗山・こぐりやま

　　０３６-８２４３・青森県弘前市小沢・こざわ

　　０３６-８３６２・青森県弘前市五十石町・ごじつこくまち

　　０３６-１５０３・青森県弘前市五所・ごしよ

　　０３６-１３３１・青森県弘前市五代・ごだい

　　０３６-８３３１・青森県弘前市小人町・こびとちよう

　　０３６-１３２２・青森県弘前市駒越・こまごじ

　　０３６-８３６６・青森県弘前市駒越町・こまごしまち

　　０３６-８３６１・青森県弘前市紺屋町・こんやまち

　　０３６-８２１６・青森県弘前市在府町・ざいふちよう

　　０３６-８０７６・青森県弘前市境関・さかいぜき

　　０３６-１５１１・青森県弘前市坂市・さかいち

　　０３６-８３３６・青森県弘前市栄町・さかえまち

　　０３６-８２４４・青森県弘前市坂元・さかもと

　　０３６-８０１６・青森県弘前市坂本町・さかもとちよう

　　０３６-８２１１・青森県弘前市相良町・さがらちよう

　　０３６-８２４１・青森県弘前市桜ケ丘・さくらがおか

　　０３６-１４４１・青森県弘前市桜庭・さくらはﾞ

　　０３６-８２２２・青森県弘前市桜林町・さくらはﾞやしちよう

　　０３８-３６１２・青森県弘前市笹舘・ささだて

　　０３６-８３４２・青森県弘前市笹森町・ささもりちよう

　　０３６-１５１４・青森県弘前市沢田・さわだ

　　０３６-８３１２・青森県弘前市三世寺・さんぜじ

　　０３６-８３４１・青森県弘前市山王町・さんのうちよう

　　０３６-８１０２・青森県弘前市小比内・さんひﾟない

　　０３６-８２０６・青森県弘前市塩分町・しおわけまち

　　０３６-８２６１・青森県弘前市茂森新町・しげもりしんちよう

　　０３６-８２１７・青森県弘前市茂森町・しげもりまち

　　０３６-８１８３・青森県弘前市品川町・しなかわまち

　　０３６-８２５４・青森県弘前市清水・しみず

　　０３６-８２６２・青森県弘前市清水富田・しみずとみた

　　０３６-８１１３・青森県弘前市清水森・しみずもり

　　０３６-８３５３・青森県弘前市下鞘師町・しもさやしまち

　　０３６-８３５６・青森県弘前市下白銀町・しもしろがねちよう

　　０３６-８２６５・青森県弘前市下湯口・しもゆぐち



　　０３６-８２６６・青森県弘前市自由ケ丘・じゆうがおか

　　０３６-８２２８・青森県弘前市樹木・じゆもく

　　０３６-８２７５・青森県弘前市城西・じようせい

　　０３６-８０９５・青森県弘前市城東・じようとう

　　０３６-８０９３・青森県弘前市城東中央・じようとうちゆうおう

　　０３６-８０９２・青森県弘前市城東北・じようとうきた

　　０３６-８２３２・青森県弘前市城南・じようなん

　　０３６-８１９３・青森県弘前市新鍛冶町・しんかじまち

　　０３６-８２１４・青森県弘前市新寺町・しんてらまち

　　０３６-８２１５・青森県弘前市新寺町新割町・しんてらまちしんわりちよう

　　０３６-１３４２・青森県弘前市新法師・しんほﾞうじ

　　０３６-８０８５・青森県弘前市末広・すえひろ

　　０３６-１５０６・青森県弘前市昴・すはﾞる

　　０３６-８１８７・青森県弘前市住吉町・すみよしちよう

　　０３６-８０７２・青森県弘前市清野袋・せいのふくろ

　　０３６-１５１５・青森県弘前市相馬・そうま

　　０３６-８００１・青森県弘前市代官町・だいかんちよう

　　０３６-１３４４・青森県弘前市高岡・たかおか

　　０３６-８０９１・青森県弘前市高崎・たかさき

　　０３６-８２７１・青森県弘前市鷹匠町・たかじようまち

　　０３６-８３０２・青森県弘前市高杉・たかすぎ

　　０３６-８０８４・青森県弘前市高田・たかだ

　　０３６-１３１２・青森県弘前市高屋・たかや

　　０３６-８０１８・青森県弘前市田代町・たしろちよう

　　０３６-１３２４・青森県弘前市龍ノ口・たつのくち

　　０３６-１４３２・青森県弘前市館後・たてうしろ

　　０３６-８２３４・青森県弘前市館野・たての

　　０３８-３６１４・青森県弘前市種市・たねいち

　　０３６-８０５４・青森県弘前市田町・たまち

　　０３６-８０５５・青森県弘前市田茂木町・たもぎまち

　　０３６-８０４１・青森県弘前市俵元・たわらもと

　　０３６-８１３１・青森県弘前市千年・ちとせ

　　０３６-８０４４・青森県弘前市茶畑町・ちやはﾞたけちよう

　　０３６-８０７４・青森県弘前市津賀野（瀬ノ上）・つかの(せのうえ)

　　０３８-３８７４・青森県弘前市津賀野（その他）・つかの(そのた)

　　０３６-８３７４・青森県弘前市土堂・つちどう

　　０３６-８０３６・青森県弘前市鉄砲町・てつほﾟうまち

　　０３６-８０８６・青森県弘前市田園・でんえん

　　０３６-８３１９・青森県弘前市藤内町・とうないまち

　　０３６-８１９６・青森県弘前市銅屋町・どうやまち

　　０３６-８２６３・青森県弘前市常盤坂・ときわざか

　　０３６-１３４５・青森県弘前市常盤野・ときわの

　　０３６-８０３２・青森県弘前市徳田町・とくだちよう

　　０３６-１２０１・青森県弘前市十腰内・とこしない

　　０３６-８３８１・青森県弘前市独狐・とつこ

　　０３６-１２０２・青森県弘前市十面沢・とつらざわ

　　０３６-８１８２・青森県弘前市土手町・どてまち

　　０３６-８０９４・青森県弘前市外崎・とのさき

　　０３６-８３１７・青森県弘前市外瀬・とのせ

　　０３６-８３８２・青森県弘前市富栄・とみさかえ

　　０３６-８１８６・青森県弘前市富田・とみた

　　０３６-８１７３・青森県弘前市富田町・とみたまち

　　０３６-８１７４・青森県弘前市富野町・とみのちよう

　　０３６-８１０１・青森県弘前市豊田・とよだ

　　０３６-８１５４・青森県弘前市豊原・とよはら

　　０３６-８１７１・青森県弘前市取上・とりあげ

　　０３６-１３３３・青森県弘前市鳥井野・とりいの

　　０３６-８０７５・青森県弘前市撫牛子・ないじようじ

　　０３６-８０１５・青森県弘前市中瓦ケ町・なかかわらけちよう

　　０３６-８３１３・青森県弘前市中崎・なかざき

　　０３６-８１５５・青森県弘前市中野（丁目）・なかの

　　０３６-１４５１・青森県弘前市中野（その他）・なかの(そのた)

　　０３６-１４５２・青森県弘前市中畑・なかはた

　　０３６-８３８５・青森県弘前市中別所・なかべつしよ

　　０３６-８３４４・青森県弘前市長坂町・ながさかちよう

　　０３６-１２０６・青森県弘前市楢木・ならのき

　　０３６-８２１２・青森県弘前市南塘町・なんとうちよう

　　０３６-１３０４・青森県弘前市新岡・にいおか

　　０３６-８０８３・青森県弘前市新里・にさと

　　０３６-８０１７・青森県弘前市西川岸町・にしかわぎしちよう



　　０３６-８２２５・青森県弘前市西ケ丘町・にしがおかちよう

　　０３６-８２７３・青森県弘前市西茂森・にししげもり

　　０３６-８０６５・青森県弘前市西城北・にしじようほく

　　０３６-８３６５・青森県弘前市西大工町・にしだいくまち

　　０３６-８１２２・青森県弘前市乳井・にゆうい

　　０３６-１３３４・青森県弘前市如来瀬・によらいせ

　　０３６-８３０１・青森県弘前市糠坪・ぬかつほﾞ

　　０３６-８０５６・青森県弘前市禰宜町・ねぎまち

　　０３６-８０４５・青森県弘前市野田・のだ

　　０３６-８３３４・青森県弘前市馬喰町・はﾞくろちよう

　　０３６-８０５７・青森県弘前市八幡町・はちまんちよう

　　０３６-１３０１・青森県弘前市鼻和・はなわ

　　０３６-８３２３・青森県弘前市浜の町東・はまのまちひがじ

　　０３６-８３２４・青森県弘前市浜の町西・はまのまちにじ

　　０３６-８３２５・青森県弘前市浜の町北・はまのまちきた

　　０３６-８１４４・青森県弘前市原ケ平・はらがたい

　　０３６-１４５３・青森県弘前市番館・はﾞんだて

　　０３６-８０６４・青森県弘前市東城北・ひがしじようほく

　　０３６-８３４３・青森県弘前市東長町・ひがしながまち

　　０３６-８０４３・青森県弘前市東和徳町・ひがしわとくまち

　　０３６-８２７８・青森県弘前市樋の口・ひのくち

　　０３６-８２７６・青森県弘前市樋の口町・ひのくちまち

　　０３６-１３４３・青森県弘前市百沢・ひやくざわ

　　０３６-８０３５・青森県弘前市百石町・ひやつこくまち

　　０３６-８３５１・青森県弘前市百石町小路・ひやつこくまちこうじ

　　０３６-８３６７・青森県弘前市平岡町・ひらおかまち

　　０３６-１４４２・青森県弘前市平山・ひらやま

　　０３６-８１１５・青森県弘前市広野・ひろの

　　０３６-８０８１・青森県弘前市福田・ふくだ

　　０３６-８０８２・青森県弘前市福村・ふくむら

　　０３６-８３６３・青森県弘前市袋町・ふくろまち

　　０３６-１５１２・青森県弘前市藤沢・ふじさわ

　　０３６-８３７３・青森県弘前市藤代・ふじしろ

　　０３６-８３２６・青森県弘前市藤野・ふじの

　　０３６-８１４３・青森県弘前市富士見台・ふじみだい

　　０３６-８２２３・青森県弘前市富士見町・ふじみちよう

　　０３６-８３１５・青森県弘前市船水・ふなみず

　　０３６-８２２４・青森県弘前市文京町・ぶんきようちよう

　　０３６-８３７５・青森県弘前市細越・ほそごえ

　　０３６-８１１２・青森県弘前市堀越・ほりこじ

　　０３６-８２０３・青森県弘前市本町・ほんちよう

　　０３６-８３０３・青森県弘前市前坂・まえざか

　　０３６-８３７１・青森県弘前市蒔苗・まかなえ

　　０３６-８３１４・青森県弘前市町田・まちだ

　　０３６-８０４２・青森県弘前市松ケ枝・まつがえ

　　０３６-８１２６・青森県弘前市松木平・まつきたい

　　０３６-１３２３・青森県弘前市真土・まつち

　　０３６-８１４１・青森県弘前市松原東・まつはﾞらひがじ

　　０３６-８１４２・青森県弘前市松原西・まつはﾞらにじ

　　０３６-８１８４・青森県弘前市松森町・まつもりまち

　　０３６-８３５７・青森県弘前市馬屋町・まやちよう

　　０３６-１５０５・青森県弘前市水木在家・みずきざいけ

　　０３６-８１５３・青森県弘前市三岳町・みたけちよう

　　０３６-８２５３・青森県弘前市緑ケ丘・みどりがおか

　　０３６-８０２４・青森県弘前市緑町・みどりちよう

　　０３６-８００６・青森県弘前市南大町・みなみおおまち

　　０３６-８１９５・青森県弘前市南川端町・みなみかわはﾞたちよう

　　０３６-８０１４・青森県弘前市南瓦ケ町・みなみかわらけちよう

　　０３６-８２７４・青森県弘前市南城西・みなみじようせい

　　０３６-８１７２・青森県弘前市南富田町・みなみとみたまち

　　０３６-８２７２・青森県弘前市南袋町・みなみふくろまち

　　０３６-８０２５・青森県弘前市南柳町・みなみやなぎちよう

　　０３６-８０２６・青森県弘前市南横町・みなみよこちよう

　　０３６-８２３１・青森県弘前市稔町・みのりちよう

　　０３６-８０５１・青森県弘前市宮川・みやかわ

　　０３６-１３４１・青森県弘前市宮地・みやじ

　　０３６-８０６３・青森県弘前市宮園・みやぞの

　　０３６-８３８４・青森県弘前市宮舘・みやだて

　　０３６-８１８５・青森県弘前市御幸町・みゆきちよう

　　０３８-３６１１・青森県弘前市三和・みわ



　　０３６-８０６６・青森県弘前市向外瀬・むかいとのせ

　　０３６-８２０２・青森県弘前市元大工町・もとだいくまち

　　０３６-８３５５・青森県弘前市元寺町・もとてらまち

　　０３６-８３５２・青森県弘前市元寺町小路・もとてらまちこうじ

　　０３６-８１９８・青森県弘前市元長町・もとながまち

　　０３６-８３７２・青森県弘前市元薬師堂・もとやくしどう

　　０３８-３８２１・青森県弘前市百田・ももた

　　０３６-８２０５・青森県弘前市森町・もりちよう

　　０３６-８１２１・青森県弘前市薬師堂・やくしどう

　　０３６-８３１８・青森県弘前市八代町・やしろまち

　　０３６-８１６２・青森県弘前市安原・やすはら

　　０３６-８３２１・青森県弘前市萢中・やちなか

　　０３６-８２３３・青森県弘前市山崎・やまざき

　　０３６-８０１１・青森県弘前市山下町・やましたちよう

　　０３６-８１８１・青森県弘前市山道町・やまみちちよう

　　０３６-１３６１・青森県弘前市弥生・やよい

　　０３６-１３１４・青森県弘前市八幡・やわた

　　０３６-１５０１・青森県弘前市湯口・ゆぐち

　　０３６-１３１１・青森県弘前市横町・よこまち

　　０３６-１４３５・青森県弘前市吉川・よしかわ

　　０３６-１３１３・青森県弘前市賀田・よした

　　０３６-８１８８・青森県弘前市吉野町・よしのちよう

　　０３６-１４４３・青森県弘前市米ケ袋・よねがふくろ

　　０３６-８０５３・青森県弘前市和泉・わいずみ

　　０３６-８３３３・青森県弘前市若党町・わかどうちよう

　　０３６-８２５５・青森県弘前市若葉・わかはﾞ

　　０３６-８０８７・青森県弘前市早稲田・わせだ

　　０３６-８３６８・青森県弘前市和田町・わだちよう

　　０３６-８０２１・青森県弘前市和徳町・わとくまち

　　０３１-００００・青森県八戸市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０３１-０８０４・青森県八戸市青葉・あおはﾞ

　　０３１-０８２４・青森県八戸市旭ケ丘・あさひがおか

　　０３１-００５５・青森県八戸市荒町・あらまち

　　０３１-００１３・青森県八戸市石手洗・いしてあらい

　　０３９-１１６５・青森県八戸市石堂・いしどう

　　０３９-２２４１・青森県八戸市市川町・いちかわまち

　　０３９-１１０２・青森県八戸市一番町・いちはﾞんちよう

　　０３１-００５４・青森県八戸市稲荷町・いなりちよう

　　０３１-００８８・青森県八戸市岩泉町・いわいずみちよう

　　０３１-００７５・青森県八戸市内丸・うちまる

　　０３１-００７３・青森県八戸市売市・うるいち

　　０３９-１１０８・青森県八戸市上野・うわの

　　０３１-０８３３・青森県八戸市大久保・おおくほﾞ

　　０３９-１１２１・青森県八戸市卸センター・おろしせんたｰ

　　０３１-００８１・青森県八戸市柏崎・かしわざき

　　０３１-００５３・青森県八戸市徒士町・かじしちよう

　　０３１-００３７・青森県八戸市鍛冶町・かじちよう

　　０３１-０８４３・青森県八戸市金浜・かねはま

　　０３１-００５７・青森県八戸市上徒士町・かみかじしちよう

　　０３１-００５８・青森県八戸市上組町・かみくみちよう

　　０３９-１１６１・青森県八戸市河原木・かわらぎ

　　０３９-２２４６・青森県八戸市桔梗野工業団地・ききようのこうぎようだんち

　　０３９-２２４５・青森県八戸市北インター工業団地・きたいんたｰこうぎようだんち

　　０３９-１１１４・青森県八戸市北白山台・きたはくさんだい

　　０３１-０００７・青森県八戸市櫛引（土橋）・くしびき(つちはし)

　　０３９-１１０７・青森県八戸市櫛引（その他）・くしびき(そのた)

　　０３１-００８３・青森県八戸市窪町・くほﾞちよう

　　０３１-０８０１・青森県八戸市江陽・こうよう

　　０３９-１１６０・青森県八戸市小田・こだ

　　０３１-０８０２・青森県八戸市小中野・こなかの

　　０３１-００２３・青森県八戸市是川・これかわ

　　０３９-１１０６・青森県八戸市坂牛・さかうじ

　　０３１-０８３４・青森県八戸市桜ケ丘・さくらがおか

　　０３１-０８４１・青森県八戸市鮫町・さめまち

　　０３９-１１６７・青森県八戸市沢里・さわさと

　　０３９-１１６４・青森県八戸市下長・しもなが

　　０３１-００８５・青森県八戸市十一日町・じゆういちにちまち

　　０３１-００４２・青森県八戸市十三日町・じゆうさんにちまち

　　０３１-００４３・青森県八戸市十六日町・じゆうろくにちまち

　　０３１-００８４・青森県八戸市十八日町・じゆうはちにちまち



　　０３１-００８２・青森県八戸市常海町・じようかいちよう

　　０３１-００４７・青森県八戸市常番町・じようはﾞんちよう

　　０３９-１１０１・青森県八戸市尻内町・しりうちまち

　　０３１-０８２１・青森県八戸市白銀・しろがね

　　０３１-０８３２・青森県八戸市白銀台・しろがねだい

　　０３１-０８２２・青森県八戸市白銀町・しろがねまち

　　０３１-００７２・青森県八戸市城下・しろした

　　０３１-００５６・青森県八戸市新荒町・しんあらまち

　　０３１-０８１１・青森県八戸市新湊・しんみなと

　　０３１-０８０３・青森県八戸市諏訪・すわ

　　０３１-００３６・青森県八戸市大工町・だいくまち

　　０３１-００３４・青森県八戸市鷹匠小路・たかしようこうじ

　　０３９-１１６３・青森県八戸市高州・たかす

　　０３９-２２４２・青森県八戸市多賀台・たがだい

　　０３１-００１１・青森県八戸市田向・たむかい

　　０３９-１１０４・青森県八戸市田面木・たものき

　　０３１-０８３１・青森県八戸市築港街・ちつこうがい

　　０３１-００２１・青森県八戸市長者・ちようじや

　　０３１-００８７・青森県八戸市朔日町・ついたちまち

　　０３１-００５１・青森県八戸市堤町・つつみちよう

　　０３１-００３５・青森県八戸市寺横町・てらよこちよう

　　０３１-００１２・青森県八戸市十日市・とおかいち

　　０３１-００３９・青森県八戸市鳥屋部町・とやべちよう

　　０３９-１１０９・青森県八戸市豊崎町・とよさきまち

　　０３９-１１６２・青森県八戸市豊洲・とよす

　　０３１-０００２・青森県八戸市中居林・なかいはﾞやじ

　　０３９-１１０３・青森県八戸市長苗代・ながなわしろ

　　０３１-００７７・青森県八戸市長根・ながね

　　０３１-００８９・青森県八戸市長横町・ながよこちよう

　　０３１-０１１５・青森県八戸市南郷泥障作・なんごうあおつﾞくり

　　０３１-０１１３・青森県八戸市南郷泉清水・なんごういずみしみず

　　０３１-０１１１・青森県八戸市南郷市野沢・なんごういちのさわ

　　０３１-０１１２・青森県八戸市南郷大森・なんごうおおもり

　　０３１-０２０１・青森県八戸市南郷頃巻沢・なんごうころまきさわ

　　０３１-０２０２・青森県八戸市南郷島守・なんごうしまもり

　　０３１-０１１４・青森県八戸市南郷中野・なんごうなかの

　　０３１-０８１３・青森県八戸市新井田・にいだ

　　０３１-０８１６・青森県八戸市新井田西・にいだにじ

　　０３９-１１１３・青森県八戸市西白山台・にしはくさんだい

　　０３１-００４１・青森県八戸市廿三日町・にじゆうさんにちまち

　　０３１-００４４・青森県八戸市廿六日町・にじゆうろくにちまち

　　０３１-００２２・青森県八戸市糠塚・ぬかつﾞか

　　０３１-００７１・青森県八戸市沼館・ぬまだて

　　０３９-１１６６・青森県八戸市根城・ねじよう

　　０３９-１１６８・青森県八戸市八太郎・はつたろう

　　０３１-００７４・青森県八戸市馬場町・はﾞはﾞちよう

　　０３１-００３１・青森県八戸市番町・はﾞんちよう

　　０３９-１１１１・青森県八戸市東白山台・ひがしはくさんだい

　　０３９-１１６９・青森県八戸市日計・ひはﾞかり

　　０３１-０００３・青森県八戸市吹上・ふきあげ

　　０３１-００７６・青森県八戸市堀端町・ほりはﾞたちよう

　　０３１-００４６・青森県八戸市町組町・まちくみちよう

　　０３９-２２４３・青森県八戸市松ケ丘・まつがおか

　　０３１-０８１５・青森県八戸市松館・まつだて

　　０３１-０８４２・青森県八戸市岬台・みさきだい

　　０３１-００３２・青森県八戸市三日町・みつかまち

　　０３１-０８２３・青森県八戸市湊高台・みなとたかだい

　　０３１-０８１２・青森県八戸市湊町・みなとまち

　　０３９-１１１２・青森県八戸市南白山台・みなみはくさんだい

　　０３１-０００４・青森県八戸市南類家・みなみるいけ

　　０３１-０８４４・青森県八戸市美保野・みほの

　　０３１-０８１４・青森県八戸市妙・みよう

　　０３１-００３３・青森県八戸市六日町・むいかまち

　　０３１-００５２・青森県八戸市本徒士町・もとかじしちよう

　　０３１-００４５・青森県八戸市本鍛冶町・もとかじちよう

　　０３１-００３８・青森県八戸市山伏小路・やまぶしこうじ

　　０３９-１１０５・青森県八戸市八幡・やわた

　　０３１-００８６・青森県八戸市八日町・ようかまち

　　０３１-０００１・青森県八戸市類家・るいけ

　　０３６-０３００・青森県黒石市・以下に不掲載・ いかにふけいさい



　　０３６-０５１６・青森県黒石市相野・あいの

　　０３６-０３２５・青森県黒石市青山・あおやま

　　０３６-０５３７・青森県黒石市赤坂・あかさか

　　０３６-０３２１・青森県黒石市あけぼの町・あけほﾞのちよう

　　０３６-０３７６・青森県黒石市旭町・あさひちよう

　　０３６-０３７３・青森県黒石市東町・あずまちよう

　　０３６-０３４３・青森県黒石市浅瀬石・あせいじ

　　０３６-０３０２・青森県黒石市油横丁・あぶらよこちよう

　　０３６-０３４２・青森県黒石市石名坂・いしなざか

　　０３６-０３７４・青森県黒石市泉町・いずみちよう

　　０３６-０４０４・青森県黒石市板留・いたどめ

　　０３６-０３０７・青森県黒石市市ノ町・いちのまち

　　０３６-０３０１・青森県黒石市一番町・いちはﾞんちよう

　　０３６-０３１８・青森県黒石市岩木町・いわきちよう

　　０３６-０３５４・青森県黒石市後大工町・うしろだいくまち

　　０３６-０３０６・青森県黒石市内町・うちまち

　　０３６-０３６６・青森県黒石市浦町・うらまち

　　０３６-０３８５・青森県黒石市大板町・おおいたまち

　　０３６-０４０１・青森県黒石市大川原・おおかわら

　　０３６-０３８４・青森県黒石市大町・おおまち

　　０３６-０４０２・青森県黒石市沖浦・おきうら

　　０３６-０３５７・青森県黒石市追子野木・おつこのき

　　０３６-０３５３・青森県黒石市乙大工町・おつだいくまち

　　０３６-０３０５・青森県黒石市乙徳兵衛町・おつとくべえまち

　　０３６-０３３７・青森県黒石市角田・かくた

　　０３６-０３６３・青森県黒石市鍛治町・かじまち

　　０３６-０３３８・青森県黒石市春日町・かすがちよう

　　０３６-０３２３・青森県黒石市上十川・かみとがわ

　　０３６-０５３８・青森県黒石市上目内澤・かみめないさわ

　　０３６-０４１５・青森県黒石市上山形・かみやまがた

　　０３６-０３８６・青森県黒石市上町・かんまち

　　０３６-０５２３・青森県黒石市北田中・きたたなか

　　０３６-０５４１・青森県黒石市北美町・きたみちよう

　　０３６-０３６２・青森県黒石市京町・きようまち

　　０３６-０３１６・青森県黒石市ぐみの木・ぐみのき

　　０３６-０３８１・青森県黒石市株梗木・ぐみのき

　　０３６-０３０３・青森県黒石市株梗木横丁・ぐみのきよこちよう

　　０３６-０３５１・青森県黒石市黒石・くろいじ

　　０３６-０３５２・青森県黒石市甲大工町・こうだいくまち

　　０３６-０３０４・青森県黒石市甲徳兵衛町・こうとくべえまち

　　０３６-０３４４・青森県黒石市高賀野・こがの

　　０３６-０３１５・青森県黒石市寿町・ことぶきちよう

　　０３６-０５１１・青森県黒石市小屋敷・こやしき

　　０３６-０５１３・青森県黒石市小屋敷西・こやしきにじ

　　０３６-０５１２・青森県黒石市小屋敷南・こやしきみなみ

　　０３６-０３３５・青森県黒石市幸町・さいわいちよう

　　０３６-０３８９・青森県黒石市境松・さかいまつ

　　０３６-０３３３・青森県黒石市柵ノ木・さくのき

　　０３６-０３８２・青森県黒石市作場町・さくはﾞちよう

　　０３６-０３３６・青森県黒石市桜木町・さくらぎちよう

　　０３６-０５３９・青森県黒石市下目内澤・しもめないさわ

　　０３６-０４１４・青森県黒石市下山形・しもやまがた

　　０３６-０３１２・青森県黒石市昭和町・しようわちよう

　　０３６-０５２１・青森県黒石市末広・すえひろ

　　０３６-０３１７・青森県黒石市住吉町・すみよしちよう

　　０３６-０５３５・青森県黒石市高舘・たかだて

　　０３６-０３２２・青森県黒石市竹田町・たけだちよう

　　０３６-０５３４・青森県黒石市竹鼻・たけはな

　　０３６-０５２２・青森県黒石市田中・たなか

　　０３６-０３５６・青森県黒石市ちとせ・ちとせ

　　０３６-０３０８・青森県黒石市寺小路・てらこうじ

　　０３６-０５３１・青森県黒石市飛内・とびない

　　０３６-０５３２・青森県黒石市飛内北・とびないきた

　　０３６-０５１４・青森県黒石市富田・とみた

　　０３６-０３４１・青森県黒石市豊岡・とよおか

　　０３６-０３４５・青森県黒石市中川・なかがわ

　　０３６-０３７７・青森県黒石市中町・なかまち

　　０３６-０３６５・青森県黒石市長崎・ながさき

　　０３６-０３８８・青森県黒石市西ケ丘・にしがおか

　　０３６-０３７２・青森県黒石市錦町・にしきちよう



　　０３６-０５０７・青森県黒石市西馬場尻・にしはﾞはﾞしり

　　０３６-０４０３・青森県黒石市二庄内・にしようない

　　０３６-０５３３・青森県黒石市二双子・にそうじ

　　０３６-０４１１・青森県黒石市温湯・ぬるゆ

　　０３６-０５４２・青森県黒石市野際・のぎわ

　　０３６-０３２６・青森県黒石市野添町・のぞえちよう

　　０３６-０３３１・青森県黒石市八甲・はつこう

　　０３６-０３７１・青森県黒石市花園町・はなぞのちよう

　　０３６-０４１３・青森県黒石市花巻・はなまき

　　０３６-０５０３・青森県黒石市馬場尻下・はﾞはﾞしりしも

　　０３６-０５０４・青森県黒石市馬場尻東・はﾞはﾞしりひがじ

　　０３６-０５０６・青森県黒石市馬場尻西・はﾞはﾞしりにじ

　　０３６-０５０５・青森県黒石市馬場尻南・はﾞはﾞしりみなみ

　　０３６-０５０２・青森県黒石市馬場尻北・はﾞはﾞしりきた

　　０３６-０３７８・青森県黒石市浜町・はままち

　　０３６-０３３４・青森県黒石市東新町・ひがししんちよう

　　０３６-０３２４・青森県黒石市東野添・ひがしのぞえ

　　０３６-０５０１・青森県黒石市東馬場尻・ひがしはﾞはﾞしり

　　０３６-０４１２・青森県黒石市袋・ふくろ

　　０３６-０３５５・青森県黒石市袋井・ふくろい

　　０３６-０５１５・青森県黒石市富士見・ふじみ

　　０３６-０３３２・青森県黒石市牡丹平・ほﾞたんだいら

　　０３６-０３６７・青森県黒石市前町・まえまち

　　０３６-０３１３・青森県黒石市松葉町・まつはﾞちよう

　　０３６-０５１７・青森県黒石市松原・まつはﾞら

　　０３６-０５３６・青森県黒石市三島・みしま

　　０３６-０３１４・青森県黒石市道北町・みちきたちよう

　　０３６-０５２４・青森県黒石市緑ケ丘・みどりがおか

　　０３６-０３８３・青森県黒石市緑町・みどりちよう

　　０３６-０４０５・青森県黒石市南中野・みなみなかの

　　０３６-０３３９・青森県黒石市美原町・みはらちよう

　　０３６-０３８７・青森県黒石市元町・もとまち

　　０３６-０３６４・青森県黒石市山形町・やまがたまち

　　０３６-０３６１・青森県黒石市弥生町・やよいちよう

　　０３６-０３６８・青森県黒石市横町・よこまち

　　０３６-０３１１・青森県黒石市吉乃町・よしのちよう

　　０３６-０３７５・青森県黒石市若葉町・わかはﾞちよう

　　０３７-００００・青森県五所川原市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０３７-０４０１・青森県五所川原市相内・あいうち

　　０３７-０６１３・青森県五所川原市浅井・あさい

　　０３７-００６２・青森県五所川原市旭町・あさひちよう

　　０３７-００５２・青森県五所川原市東町・あずまちよう

　　０３７-０００２・青森県五所川原市飯詰・いいつﾞめ

　　０３７-００５７・青森県五所川原市幾島町・いくしまちよう

　　０３７-００６５・青森県五所川原市幾世森・いくせもり

　　０３７-０００５・青森県五所川原市石岡・いしおか

　　０３７-０４０４・青森県五所川原市磯松・いそまつ

　　０３７-００９３・青森県五所川原市一野坪・いちのつほﾞ

　　０３７-００１４・青森県五所川原市稲実・いなみ

　　０３７-００７４・青森県五所川原市岩木町・いわきちよう

　　０３７-００４２・青森県五所川原市不魚住・うおすまず

　　０３７-００１５・青森県五所川原市姥萢・うはﾞやち

　　０３７-００２２・青森県五所川原市梅田・うめた

　　０３７-００１７・青森県五所川原市漆川・うるしかわ

　　０３７-０４０２・青森県五所川原市太田・おおた

　　０３７-００６３・青森県五所川原市大町・おおまち

　　０３７-００９２・青森県五所川原市沖飯詰・おきいいつﾞめ

　　０３７-００５５・青森県五所川原市柏原町・かしわはﾞらちよう

　　０３７-０２０２・青森県五所川原市金木町・かなぎちよう

　　０３７-０２０４・青森県五所川原市金木町嘉瀬・かなぎちようかせ

　　０３７-０２０１・青森県五所川原市金木町川倉・かなぎちようかわくら

　　０３７-０２０６・青森県五所川原市金木町神原・かなぎちようかんはﾞら

　　０３７-０２０３・青森県五所川原市金木町喜良市・かなぎちようきらいち

　　０３７-０２０５・青森県五所川原市金木町中柏木・かなぎちようなかかしわぎ

　　０３７-０２０８・青森県五所川原市金木町藤枝・かなぎちようふじえだ

　　０３７-０２０７・青森県五所川原市金木町蒔田・かなぎちようまきた

　　０３７-００１１・青森県五所川原市金山・かねやま

　　０３７-００３３・青森県五所川原市鎌谷町・かまやちよう

　　０３７-００５４・青森県五所川原市上平井町・かみひらいまち

　　０３７-０６１１・青森県五所川原市神山・かみやま



　　０３７-０００４・青森県五所川原市唐笠柳・からかさやなぎ

　　０３７-００３２・青森県五所川原市烏森・からすもり

　　０３７-００７２・青森県五所川原市川端町・かわはﾞたちよう

　　０３７-００９４・青森県五所川原市川山・かわやま

　　０３７-０６３２・青森県五所川原市高野・こうや

　　０３７-００７６・青森県五所川原市小曲・こまがり

　　０３７-００４６・青森県五所川原市栄町・さかえまち

　　０３７-００９５・青森県五所川原市桜田・さくらだ

　　０３７-００６７・青森県五所川原市敷島町・しきしまちよう

　　０３７-０００１・青森県五所川原市下岩崎・しもいわさき

　　０３７-００６４・青森県五所川原市下平井町・しもひらいまち

　　０３７-０４０３・青森県五所川原市十三・じゆうさん

　　０３７-００４５・青森県五所川原市新町・しんまち

　　０３７-００８１・青森県五所川原市新宮・しんみや

　　０３７-００８３・青森県五所川原市新宮町・しんみやちよう

　　０３７-００５６・青森県五所川原市末広町・すえひろちよう

　　０３７-００８４・青森県五所川原市蘇鉄・そてつ

　　０３７-００８７・青森県五所川原市高瀬・たかせ

　　０３７-００８６・青森県五所川原市田川・たがわ

　　０３７-００９１・青森県五所川原市太刀打・たちうち

　　０３７-００８２・青森県五所川原市種井・たねい

　　０３７-００４１・青森県五所川原市田町・たまち

　　０３７-０６２３・青森県五所川原市俵元・たわらもと

　　０３７-００３６・青森県五所川原市中央・ちゆうおう

　　０３７-００８８・青森県五所川原市鶴ケ岡・つるがおか

　　０３７-００７５・青森県五所川原市寺町・てらまち

　　０３７-０６０１・青森県五所川原市戸沢・とざわ

　　０３７-０６２１・青森県五所川原市豊成・とよなり

　　０３７-００２１・青森県五所川原市中泉・なかいずみ

　　０３７-００６６・青森県五所川原市中平井町・なかひらいまち

　　０３７-００９７・青森県五所川原市長富・ながとみ

　　０３７-００６８・青森県五所川原市長橋・ながはじ

　　０３７-００２５・青森県五所川原市七ツ館・ななつだて

　　０３７-００５８・青森県五所川原市錦町・にしきちよう

　　０３７-００５３・青森県五所川原市布屋町・ぬのやちよう

　　０３７-０６１４・青森県五所川原市野里・のざと

　　０３７-００８５・青森県五所川原市芭蕉・はﾞしよう

　　０３７-００４３・青森県五所川原市蓮沼・はすぬま

　　０３７-０６４１・青森県五所川原市羽野木沢・はのきざわ

　　０３７-０６２２・青森県五所川原市原子・はらこ

　　０３７-００９６・青森県五所川原市毘沙門・びしやもん

　　０３７-００１６・青森県五所川原市一ツ谷・ひとつや

　　０３７-００６１・青森県五所川原市雛田・ひなた

　　０３７-００２３・青森県五所川原市広田・ひろた

　　０３７-０００３・青森県五所川原市吹畑・ふきはた

　　０３７-０６１２・青森県五所川原市福山・ふくやま

　　０３７-００７１・青森県五所川原市本町・ほんちよう

　　０３７-０６３１・青森県五所川原市前田野目・まえだのめ

　　０３７-０００６・青森県五所川原市松島町・まつしまちよう

　　０３７-０６０２・青森県五所川原市松野木・まつのき

　　０３７-００１２・青森県五所川原市水野尾・みずのお

　　０３７-００２４・青森県五所川原市みどり町・みどりちよう

　　０３７-００３５・青森県五所川原市湊・みなと

　　０３７-００８９・青森県五所川原市藻川・もがわ

　　０３７-０６４２・青森県五所川原市持子沢・もつこざわ

　　０３７-００４４・青森県五所川原市元町・もとまち

　　０３７-００３４・青森県五所川原市八重菊・やえぎく

　　０３７-００７３・青森県五所川原市柳町・やなぎまち

　　０３７-００５１・青森県五所川原市弥生町・やよいちよう

　　０３７-００１３・青森県五所川原市米田・よねた

　　０３７-００６９・青森県五所川原市若葉・わかはﾞ

　　０３７-０４０５・青森県五所川原市脇元・わきもと

　　０３４-００００・青森県十和田市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０３４-００７１・青森県十和田市赤沼・あかぬま

　　０３４-０００５・青森県十和田市一本木沢・いつほﾟんぎさわ

　　０３４-００１１・青森県十和田市稲生町・いなおいちよう

　　０３４-０１０１・青森県十和田市馬洗場・うまあらいはﾞ

　　０３４-００４１・青森県十和田市相坂・おうさか

　　０３４-０１０２・青森県十和田市大沢田・おおさわだ

　　０３４-０２１１・青森県十和田市大不動・おおふどう



　　０１８-５５０１・青森県十和田市奥瀬)・おくせ

　　０１８-５５０１・青森県十和田市奥瀬（青小畳石)・おくせ(あおぶな)

　　０１８-５５０１・青森県十和田市奥瀬（十和田)・おくせ(とわだ､)

　　０１８-５５０１・青森県十和田市奥瀬（十和田湖畔宇樽部)・おくせ(とわだこはんうたるべ)

　　０１８-５５０１・青森県十和田市奥瀬（十和田湖畔子ノ口)・おくせ(とわだこはんうたるべ､)

　　０１８-５５０１・青森県十和田市奥瀬（十和田湖畔休屋）・とわだこはんやすみや)

　　０３４-０３０１・青森県十和田市奥瀬（その他）・おくせ(そのた)

　　０３４-００６１・青森県十和田市切田・きりだ

　　０３４-０３０２・青森県十和田市沢田・さわだ

　　０３４-０００１・青森県十和田市三本木・さんほﾞんぎ

　　０３４-０２１３・青森県十和田市滝沢・たきさわ

　　０３４-０１０３・青森県十和田市立崎・たちざき

　　０３４-００５１・青森県十和田市伝法寺・でんほﾟうじ

　　０３４-０１０４・青森県十和田市豊ケ岡・とよがおか

　　０３４-００９２・青森県十和田市西一番町・にし１はﾞんちよう

　　０３４-００８２・青森県十和田市西二番町・にし２はﾞんちよう

　　０３４-００８３・青森県十和田市西三番町・にし３はﾞんちよう

　　０３４-００８４・青森県十和田市西四番町・にし４はﾞんちよう

　　０３４-００８５・青森県十和田市西五番町・にし５はﾞんちよう

　　０３４-００３８・青森県十和田市西六番町・にし６はﾞんちよう

　　０３４-００９１・青森県十和田市西十一番町・にし１１はﾞんちよう

　　０３４-００９３・青森県十和田市西十二番町・にし１２はﾞんちよう

　　０３４-００８１・青森県十和田市西十三番町・にし１３はﾞんちよう

　　０３４-００８８・青森県十和田市西十四番町・にし１４はﾞんちよう

　　０３４-００８７・青森県十和田市西十五番町・にし１５はﾞんちよう

　　０３４-００８６・青森県十和田市西十六番町・にし１６はﾞんちよう

　　０３４-００９５・青森県十和田市西二十一番町・にし２１はﾞんちよう

　　０３４-００９４・青森県十和田市西二十二番町・にし２２はﾞんちよう

　　０３４-００８９・青森県十和田市西二十三番町・にし２３はﾞんちよう

　　０３４-０１０５・青森県十和田市八斗沢・はつとざわ

　　０３４-００１２・青森県十和田市東一番町・ひがし１はﾞんちよう

　　０３４-００１７・青森県十和田市東二番町・ひがし２はﾞんちよう

　　０３４-００３１・青森県十和田市東三番町・ひがし３はﾞんちよう

　　０３４-００３２・青森県十和田市東四番町・ひがし４はﾞんちよう

　　０３４-００３３・青森県十和田市東五番町・ひがし５はﾞんちよう

　　０３４-００３６・青森県十和田市東六番町・ひがし６はﾞんちよう

　　０３４-００１３・青森県十和田市東十一番町・ひがし１１はﾞんちよう

　　０３４-００１６・青森県十和田市東十二番町・ひがし１２はﾞんちよう

　　０３４-００２３・青森県十和田市東十三番町・ひがし１３はﾞんちよう

　　０３４-００２４・青森県十和田市東十四番町・ひがし１４はﾞんちよう

　　０３４-００３４・青森県十和田市東十五番町・ひがし１５はﾞんちよう

　　０３４-００３５・青森県十和田市東十六番町・ひがし１６はﾞんちよう

　　０３４-００１４・青森県十和田市東二十一番町・ひがし２１はﾞんちよう

　　０３４-００１５・青森県十和田市東二十二番町・ひがし２２はﾞんちよう

　　０３４-００２１・青森県十和田市東二十三番町・ひがし２３はﾞんちよう

　　０３４-００２２・青森県十和田市東二十四番町・ひがし２４はﾞんちよう

　　０３４-０００４・青森県十和田市ひがしの・ひがしの

　　０３４-０１０６・青森県十和田市深持・ふかもち

　　０３４-００５２・青森県十和田市藤島・ふじしま

　　０３４-０３０３・青森県十和田市法量・ほうりよう

　　０３４-００３７・青森県十和田市穂並町・ほなみちよう

　　０３４-０１０７・青森県十和田市洞内・ほらない

　　０３４-０２１２・青森県十和田市米田・まいた

　　０３４-０００２・青森県十和田市元町西・もとまちにじ

　　０３４-０００３・青森県十和田市元町東・もとまちひがじ

　　０３３-００００・青森県三沢市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０３３-０１６６・青森県三沢市朝日・あさひ

　　０３３-０１０１・青森県三沢市天ケ森・あまがもり

　　０３３-０１５３・青森県三沢市泉町・いずみちよう

　　０３３-０１３１・青森県三沢市五川目・いつかわめ

　　０３３-０１３４・青森県三沢市大津・おおつ

　　０３３-００４１・青森県三沢市大町・おおまち

　　０３３-００２１・青森県三沢市岡三沢・おかみさわ

　　０３３-０１０４・青森県三沢市織笠・おりかさ

　　０３３-００５３・青森県三沢市春日台・かすがだい

　　０３３-００６３・青森県三沢市上久保・かみくほﾞ

　　０３３-０１６２・青森県三沢市越下・こしした

　　０３３-００１１・青森県三沢市幸町・さいわいちよう

　　０３３-００４２・青森県三沢市栄町・さかえちよう

　　０３３-００３１・青森県三沢市桜町・さくらちよう



　　０３３-０１５５・青森県三沢市さつきヶ丘・さつきがおか

　　０３３-０１１３・青森県三沢市淋代・さびしろ

　　０３３-０１０３・青森県三沢市塩釜・しおがま

　　０３３-０１３３・青森県三沢市鹿中・しかなか

　　０３３-００２３・青森県三沢市下久保・しもくほﾞ

　　０３３-００６２・青森県三沢市新町・しんちよう

　　０３３-０１０５・青森県三沢市新森・しんもり

　　０３３-０１０２・青森県三沢市砂森・すなもり

　　０３３-０１６５・青森県三沢市高野沢・たかのさわ

　　０３３-０００１・青森県三沢市中央町・ちゆうおうちよう

　　０３３-００４３・青森県三沢市千代田町・ちよだちよう

　　０３３-０１６３・青森県三沢市富崎・とみさき

　　０３３-０１６７・青森県三沢市根井・ねい

　　０３３-００６１・青森県三沢市花園町・はなぞのちよう

　　０３３-００２４・青森県三沢市東岡三沢・ひがしおかみさわ

　　０３３-００３４・青森県三沢市東町・ひがしちよう

　　０３３-０１５４・青森県三沢市日の出・ひので

　　０３３-００１２・青森県三沢市平畑・ひらはた

　　０３３-０１５２・青森県三沢市深谷・ふかや

　　０３３-００５１・青森県三沢市古間木・ふるまき

　　０３３-００４４・青森県三沢市古間木山・ふるまきやま

　　０３３-０１１２・青森県三沢市細谷・ほそや

　　０３３-０１２３・青森県三沢市堀口・ほりぐち

　　０３３-００５２・青森県三沢市本町・ほんちよう

　　０３３-０１４３・青森県三沢市前平・まえたい

　　０３３-００３７・青森県三沢市松園町・まつぞのちよう

　　０３３-００３５・青森県三沢市松原町・まつはﾞらちよう

　　０３３-０１４２・青森県三沢市三川目・みかわめ

　　０３３-００２２・青森県三沢市三沢・みさわ

　　０３３-００３２・青森県三沢市緑町・みどりちよう

　　０３３-０１４１・青森県三沢市港町・みなとまち

　　０３３-００３６・青森県三沢市南町・みなみちよう

　　０３３-０１５１・青森県三沢市南山・みなみやま

　　０３３-００３３・青森県三沢市美野原・みのはら

　　０３３-０１１１・青森県三沢市六川目・むかわめ

　　０３３-００４５・青森県三沢市薬師町・やくしちよう

　　０３３-０１６４・青森県三沢市谷地頭・やちがしら

　　０３３-０１６１・青森県三沢市八幡・やわた

　　０３３-０１３２・青森県三沢市四川目・よかわめ

　　０３５-００００・青森県むつ市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０３５-００４４・青森県むつ市赤川町・あかがわちよう

　　０３５-００７６・青森県むつ市旭町・あさひちよう

　　０３５-００７９・青森県むつ市荒川町・あらかわちよう

　　０３５-００９２・青森県むつ市宇田町・うだちよう

　　０３５-００５４・青森県むつ市海老川町・えびかわちよう

　　０３５-００７４・青森県むつ市大平・おおだいら

　　０３５-００８３・青森県むつ市大平町・おおだいらちよう

　　０３９-４４０１・青森県むつ市大畑町・おおはたまち

　　０３９-４４０２・青森県むつ市大畑町正津川・おおはたまちしようつﾞがわ

　　０３５-００４２・青森県むつ市大曲・おおまがり

　　０３５-００９６・青森県むつ市大湊・おおみなと

　　０３５-００８６・青森県むつ市大湊上町・おおみなとかみまち

　　０３５-００８４・青森県むつ市大湊新町・おおみなとしんちよう

　　０３５-００８５・青森県むつ市大湊浜町・おおみなとはまちよう

　　０３５-００９３・青森県むつ市大湊町・おおみなとちよう

　　０３５-００１１・青森県むつ市奥内・おくない

　　０３５-００４１・青森県むつ市金曲・かなまがり

　　０３５-００７２・青森県むつ市金谷・かなや

　　０３５-００３２・青森県むつ市上川町・かみかわちよう

　　０３９-５２０４・青森県むつ市川内町蛎崎（その他）・かきざき(そのた)

　　０３９-５３０４・青森県むつ市川内町蛎崎（半右エ門沢）・かきざき(はんえもんざわ)

　　０３９-５２０３・青森県むつ市川内町宿野部・かわうちまちしゆくのへ

　　０３９-５２０２・青森県むつ市川内町桧川・かわうちまちひのきがわ

　　０３９-４７０１・青森県むつ市川内町（板家戸）・(いたげど)

　　０３９-４７０１・青森県むつ市川内町（野平）・(のだい)

　　０３９-４７０１・青森県むつ市川内町（福浦山）・(ふくうらやま)

　　０３９-５２０１・青森県むつ市川内町（その他）・かわうちまち(そのた)

　　０３５-００９１・青森県むつ市川守町・かわもりちよう

　　０３５-００３６・青森県むつ市栗山町・くりやまちよう

　　０３５-００７１・青森県むつ市小川町・こがわまち



　　０３５-００９４・青森県むつ市桜木町・さくらぎちよう

　　０３５-００６１・青森県むつ市下北町・しもきたちよう

　　０３５-００６７・青森県むつ市十二林・じゆうにはﾞやじ

　　０３５-００９５・青森県むつ市城ケ沢・じようがさわ

　　０３５-００５２・青森県むつ市昭和町・しようわちよう

　　０３５-００５１・青森県むつ市新町・しんまち

　　０３５-００２２・青森県むつ市関根・せきね

　　０３５-００２１・青森県むつ市田名部・たなぶ

　　０３５-００３４・青森県むつ市田名部町・たなぶちよう

　　０３５-００７３・青森県むつ市中央・ちゆうおう

　　０３５-００５５・青森県むつ市苫生町・とまぶちよう

　　０３５-００１２・青森県むつ市中野沢・なかのさわ

　　０３５-００６２・青森県むつ市仲町・なかまち

　　０３５-００８１・青森県むつ市並川町・なみかわちよう

　　０３５-００８２・青森県むつ市文京町・ぶんきようちよう

　　０３５-００３５・青森県むつ市本町・ほんまち

　　０３５-００７５・青森県むつ市真砂町・まさごちよう

　　０３５-００４５・青森県むつ市松原町・まつはﾞらちよう

　　０３５-００７８・青森県むつ市松森町・まつもりちよう

　　０３５-００６５・青森県むつ市松山町・まつやまちよう

　　０３５-００６８・青森県むつ市美里町・みさとちよう

　　０３５-００６６・青森県むつ市緑ヶ丘・みどりがおか

　　０３５-００５３・青森県むつ市緑町・みどりちよう

　　０３５-００６４・青森県むつ市港町・みなとまち

　　０３５-００４３・青森県むつ市南赤川町・みなみあかがわちよう

　　０３５-００４６・青森県むつ市南町・みなみまち

　　０３５-００３１・青森県むつ市柳町・やなぎまち

　　０３５-００７７・青森県むつ市山田町・やまだちよう

　　０３５-００３３・青森県むつ市横迎町・よこむかいまち

　　０３５-００６３・青森県むつ市若松町・わかまつちよう

　　０３９-５３４５・青森県むつ市脇野沢赤坂・わきのさわあかさか

　　０３９-５３４４・青森県むつ市脇野沢稲平・わきのさわいなだいら

　　０３９-５３２６・青森県むつ市脇野沢桂沢・わきのさわかつらざわ

　　０３９-５３３５・青森県むつ市脇野沢寄浪・わきのさわきなみ

　　０３９-５３３７・青森県むつ市脇野沢九艘泊・わきのさわくそうどまり

　　０３９-５３４６・青森県むつ市脇野沢口広・わきのさわくちひろ

　　０３９-５３３３・青森県むつ市脇野沢黒岩・わきのさわくろいわ

　　０３９-５３２１・青森県むつ市脇野沢源藤城・わきのさわげんどうしろ

　　０３９-５３４３・青森県むつ市脇野沢小サ沢・わきのさわこささわ

　　０３９-５３４２・青森県むつ市脇野沢小沢・わきのさわこざわ

　　０３９-５３４１・青森県むつ市脇野沢鹿間平・わきのさわしかまだいら

　　０３９-５３２３・青森県むつ市脇野沢七引・わきのさわしちびき

　　０３９-５３３２・青森県むつ市脇野沢瀬野川目・わきのさわせのかわめ

　　０３９-５３２２・青森県むつ市脇野沢滝山・わきのさわたきやま

　　０３９-５３３６・青森県むつ市脇野沢蛸田・わきのさわたこだ

　　０３９-５３２５・青森県むつ市脇野沢辰内・わきのさわたつうち

　　０３９-５３２４・青森県むつ市脇野沢田ノ頭・わきのさわたのかしら

　　０３９-５３３４・青森県むつ市脇野沢新井田・わきのさわにいだ

　　０３９-５３２７・青森県むつ市脇野沢本村・わきのさわほんそん

　　０３９-５３３１・青森県むつ市脇野沢渡向・わきのさわわたむかい

　　０３８-３１００・青森県つがる市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０３７-０１０２・青森県つがる市稲垣町繁田・いながきちようしげた

　　０３７-０１０１・青森県つがる市稲垣町下繁田・いながきちようしもしげた

　　０３７-０１０９・青森県つがる市稲垣町千年・いながきちようちとせ

　　０３７-０１０４・青森県つがる市稲垣町豊川・いながきちようとよかわ

　　０３７-０１０６・青森県つがる市稲垣町沼崎・いながきちようぬまざき

　　０３７-０１０７・青森県つがる市稲垣町沼舘・いながきちようぬまだて

　　０３７-０１０５・青森県つがる市稲垣町福富・いながきちようふくとみ

　　０３７-０１０３・青森県つがる市稲垣町穂積・いながきちようほつﾞみ

　　０３７-０１０８・青森県つがる市稲垣町吉出・いながきちようよしで

　　０３８-３３０５・青森県つがる市牛潟町・うしがたちよう

　　０３８-３１０７・青森県つがる市柏稲盛・かしわいせ

　　０３８-３１０３・青森県つがる市柏上古川・かしわかみこがわ

　　０３８-３１０４・青森県つがる市柏桑野木田・かしわくわのきだ

　　０３８-３１０１・青森県つがる市柏鷺坂・かしわさぎさか

　　０３８-３１０２・青森県つがる市柏下古川・かしわしもこがわ

　　０３８-３１０６・青森県つがる市柏玉水・かしわたまみず

　　０３８-３１０５・青森県つがる市柏広須・かしわひろす

　　０３８-３１４２・青森県つがる市木造赤根・きつﾞくりあかね

　　０３８-３１４４・青森県つがる市木造曙・きつﾞくりあけほﾞの



　　０３８-３１２４・青森県つがる市木造朝日・きつﾞくりあさひ

　　０３８-３１１３・青森県つがる市木造芦沼・きつﾞくりあしぬま

　　０３８-３２７３・青森県つがる市木造出野里・きつﾞくりいでのさと

　　０３８-３１４１・青森県つがる市木造浮巣・きつﾞくりうきす

　　０３８-３１３５・青森県つがる市木造有楽町・きつﾞくりうらくまち

　　０３８-３１６２・青森県つがる市木造浦船・きつﾞくりうらふね

　　０３８-３１２２・青森県つがる市木造追広・きつﾞくりおいひろ

　　０３８-３２７７・青森県つがる市木造大畑・きつﾞくりおおはﾞた

　　０３８-３２８５・青森県つがる市木造大湯町・きつﾞくりおおゆまち

　　０３８-３２７２・青森県つがる市木造兼館・きつﾞくりかねだて

　　０３８-３２８４・青森県つがる市木造亀ケ岡・きつﾞくりかめがおか

　　０３８-３１１２・青森県つがる市木造川除・きつﾞくりかわよけ

　　０３８-３１６５・青森県つがる市木造菊川・きつﾞくりきくかわ

　　０３８-２８０６・青森県つがる市木造越水・きつﾞくりこしみず

　　０３８-３２８６・青森県つがる市木造菰槌・きつﾞくりこもつち

　　０３８-３１５９・青森県つがる市木造桜川・きつﾞくりさくらがわ

　　０３８-３１４６・青森県つがる市木造桜木・きつﾞくりさくらぎ

　　０３８-３１６４・青森県つがる市木造柴田・きつﾞくりしはﾞた

　　０３８-３１３２・青森県つがる市木造清水・きつﾞくりしみず

　　０３８-３２８７・青森県つがる市木造下遠山里・きつﾞくりしもとおやまさと

　　０３８-２８０３・青森県つがる市木造下福原・きつﾞくりしもふくはら

　　０３８-３１３３・青森県つがる市木造末広・きつﾞくりすえひろ

　　０３８-３２８３・青森県つがる市木造館岡・きつﾞくりたておか

　　０３８-３１３４・青森県つがる市木造種取・きつﾞくりたねとり

　　０３８-３１３１・青森県つがる市木造千年・きつﾞくりちとせ

　　０３８-３１６７・青森県つがる市木造千代田・きつﾞくりちよだ

　　０３８-３１４５・青森県つがる市木造千代町・きつﾞくりちよまち

　　０３８-３２７８・青森県つがる市木造土滝・きつﾞくりつちたき

　　０３８-３１２５・青森県つがる市木造鶴泊・きつﾞくりつるどまり

　　０３８-３２８８・青森県つがる市木造出来島・きつﾞくりできしま

　　０３８-３１５４・青森県つがる市木造照日・きつﾞくりてるひ

　　０３８-３２８２・青森県つがる市木造筒木坂・きつﾞくりどうきざか

　　０３８-３１１１・青森県つがる市木造豊田・きつﾞくりとよだ

　　０３８-３２７５・青森県つがる市木造永田・きつﾞくりながた

　　０３８-３１６３・青森県つがる市木造中館・きつﾞくりなかだて

　　０３８-３１１４・青森県つがる市木造成田・きつﾞくりなりた

　　０３８-３１６１・青森県つがる市木造濁川・きつﾞくりにごりがわ

　　０３８-３１５３・青森県つがる市木造野宮・きつﾞくりのみや

　　０３８-３１３９・青森県つがる市木造萩流・きつﾞくりはぎながれ

　　０３８-３１３６・青森県つがる市木造萩野・きつﾞくりはぎの

　　０３８-３１１５・青森県つがる市木造蓮川・きつﾞくりはすかわ

　　０３８-３２７６・青森県つがる市木造林・きつﾞくりはやじ

　　０３８-３１２１・青森県つがる市木造早田・きつﾞくりはやた

　　０３８-３１４３・青森県つがる市木造日向・きつﾞくりひなた

　　０３８-３２８１・青森県つがる市木造平滝・きつﾞくりひらたき

　　０３８-２８０８・青森県つがる市木造吹原・きつﾞくりふきはら

　　０３８-３１６６・青森県つがる市木造福原・きつﾞくりふくはら

　　０３８-３１５８・青森県つがる市木造房松・きつﾞくりふさまつ

　　０３８-３１５２・青森県つがる市木造藤岡・きつﾞくりふじおか

　　０３８-３１２３・青森県つがる市木造藤田・きつﾞくりふじた

　　０３８-３１５５・青森県つがる市木造増田・きつﾞくりますた

　　０３８-２８０１・青森県つがる市木造丸山・きつﾞくりまるやま

　　０３８-２８０４・青森県つがる市木造三ツ館・きつﾞくりみつたて

　　０３８-３１５６・青森県つがる市木造宮井・きつﾞくりみやい

　　０３８-３１５７・青森県つがる市木造宮崎・きつﾞくりみやざき

　　０３８-３１２６・青森県つがる市木造森内・きつﾞくりもりうち

　　０３８-３１２８・青森県つがる市木造森本・きつﾞくりもりもと

　　０３８-３１２７・青森県つがる市木造森山・きつﾞくりもりやま

　　０３８-３２７１・青森県つがる市木造善積・きつﾞくりよしつﾞみ

　　０３８-３２７４・青森県つがる市木造蓮花田・きつﾞくりれんげた

　　０３８-３１５１・青森県つがる市木造若竹・きつﾞくりわかたけ

　　０３８-３１３８・青森県つがる市木造若緑・きつﾞくりわかみどり

　　０３８-３１３７・青森県つがる市木造若宮・きつﾞくりわかみや

　　０３８-３３０４・青森県つがる市下車力町・したしやりきちよう

　　０３８-３３０６・青森県つがる市下牛潟町・しもうしがたちよう

　　０３８-３３０３・青森県つがる市車力町・しやりきちよう

　　０３８-３３０１・青森県つがる市富萢町・とみやちちよう

　　０３８-３３０２・青森県つがる市豊富町・とよとみちよう

　　０３８-２８１８・青森県つがる市森田町大館・もりたちようおおだて

　　０３８-２８１１・青森県つがる市森田町上相野・もりたちようかみあいの



　　０３８-２８１２・青森県つがる市森田町下相野・もりたちようしもあいの

　　０３８-２８１７・青森県つがる市森田町床舞・もりたちようとこまい

　　０３８-２８１４・青森県つがる市森田町中田・もりたちようなかた

　　０３８-２８１３・青森県つがる市森田町妙堂崎・もりたちようみようどうざき

　　０３８-２８１６・青森県つがる市森田町森田・もりたちようもりた

　　０３８-２８１５・青森県つがる市森田町山田・もりたちようやまだ

　　０３６-０１００・青森県平川市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０３６-０１１２・青森県平川市荒田上駒田・あらたかみこまた

　　０３６-０１１２・青森県平川市荒田北稲村・あらたきたいなむら

　　０３６-０１１２・青森県平川市荒田北岡部・あらたきたおかべ

　　０３６-０１１２・青森県平川市荒田下駒田・あらたしもこまた

　　０３６-０１１２・青森県平川市荒田南稲村・あらたみなみいなむら

　　０３６-０１１２・青森県平川市荒田南岡部・あらたみなみおかべ

　　０３６-０１２１・青森県平川市新屋稲村・あらやいなむら

　　０３６-０１２１・青森県平川市新屋長田・あらやおさだ

　　０３６-０１２１・青森県平川市新屋栄館・あらやさかえだて

　　０３６-０１２１・青森県平川市新屋滝の沢・あらやたきのさわ

　　０３６-０１２１・青森県平川市新屋富山・あらやとみやま

　　０３６-０１２１・青森県平川市新屋平岡・あらやひらおか

　　０３６-０１２１・青森県平川市新屋平野・あらやひらの

　　０３６-０１２１・青森県平川市新屋福嶋・あらやふくしま

　　０３６-０１２１・青森県平川市新屋山下・あらややました

　　０３６-０２１３・青森県平川市新屋町上沢田・あらやまちかみさわだ

　　０３６-０２１３・青森県平川市新屋町北鶉野・あらやまちきたうずらの

　　０３６-０２１３・青森県平川市新屋町下沢田・あらやまちしもさわだ

　　０３６-０２１３・青森県平川市新屋町田川・あらやまちたがわ

　　０３６-０２１３・青森県平川市新屋町松居・あらやまちまつい

　　０３６-０２１３・青森県平川市新屋町松下・あらやまちまつした

　　０３６-０２１３・青森県平川市新屋町松久・あらやまちまつひさ

　　０３６-０２１３・青森県平川市新屋町道ノ下・あらやまちみちのした

　　０３６-０２１３・青森県平川市新屋町南鶉野・あらやまちみなみうずらの

　　０３６-０２１３・青森県平川市新屋町村元・あらやまちむらもと

　　０３８-０１０１・青森県平川市碇ケ関・いかりがせき

　　０３８-０１０１・青森県平川市碇ケ関相沢・いかりがせきあいざわ

　　０３８-０１０１・青森県平川市碇ケ関阿原・いかりがせきあはﾞら

　　０３８-０１０１・青森県平川市碇ケ関雷林・いかりがせきいかずちはﾞやじ

　　０３８-０１０１・青森県平川市碇ケ関碇石・いかりがせきいかりいじ

　　０３８-０１０１・青森県平川市碇ケ関岩井・いかりがせきいわい

　　０３８-０１０１・青森県平川市碇ケ関大葉平・いかりがせきおおはﾞだいら

　　０３８-０１０１・青森県平川市碇ケ関大落前・いかりがせきおおらくまえ

　　０３８-０１０１・青森県平川市碇ケ関折橋・いかりがせきおりはじ

　　０３８-０１０１・青森県平川市碇ケ関鯨森・いかりがせきくじらもり

　　０３８-０１０１・青森県平川市碇ケ関小落前・いかりがせきこらくまえ

　　０３８-０１０１・青森県平川市碇ケ関山神堂・いかりがせきさんじんどう

　　０３８-０１０１・青森県平川市碇ケ関白沢・いかりがせきしらさわ

　　０３８-０１０１・青森県平川市碇ケ関諏訪平・いかりがせきすわだいら

　　０３８-０１０１・青森県平川市碇ケ関外白沢・いかりがせきそとしらさわ

　　０３８-０１０１・青森県平川市碇ケ関高田・いかりがせきたかだ

　　０３８-０１０１・青森県平川市碇ケ関樋ケ沢・いかりがせきといがさわ

　　０３８-０１０１・青森県平川市碇ケ関西碇ケ関山・いかりがせきにしいかりがせきやま

　　０３８-０１０１・青森県平川市碇ケ関東碇ケ関山・いかりがせきひがしいかりがせきやま

　　０３８-０１０１・青森県平川市碇ケ関樋ノ口・いかりがせきひのくち

　　０３８-０１０１・青森県平川市碇ケ関船岡・いかりがせきふなおか

　　０３８-０１０１・青森県平川市碇ケ関踏田切・いかりがせきふみたぎり

　　０３８-０１０１・青森県平川市碇ケ関三笠山・いかりがせきみかさやま

　　０３８-０１０１・青森県平川市碇ケ関水溜・いかりがせきみずため

　　０３８-０１０１・青森県平川市碇ケ関湯向川添・いかりがせきゆむかいかわぞえ

　　０３８-０１０１・青森県平川市碇ケ関横町・いかりがせきよこまち

　　０３８-０１０２・青森県平川市碇ケ関古懸上程森・いかりがせきこがけかみほどもり

　　０３８-０１０２・青森県平川市碇ケ関古懸沢田・いかりがせきこがけさわだ

　　０３８-０１０２・青森県平川市碇ケ関古懸樋ケ沢・いかりがせきこがけといがさわ

　　０３８-０１０２・青森県平川市碇ケ関古懸堂ノ上・いかりがせきこがけどうのうえ

　　０３８-０１０２・青森県平川市碇ケ関古懸鳥井・いかりがせきこがけとりい

　　０３８-０１０２・青森県平川市碇ケ関古懸西不動野・いかりがせきこがけにしふどうの

　　０３８-０１０２・青森県平川市碇ケ関古懸東不動野・いかりがせきこがけひがしふどうの

　　０３８-０１０２・青森県平川市碇ケ関古懸不動沢大石・いかりがせきこがけふどうさわおおいじ

　　０３８-０１０２・青森県平川市碇ケ関古懸不動野・いかりがせきこがけふどうの

　　０３８-０１０２・青森県平川市碇ケ関古懸南不動野・いかりがせきこがけみなみふどうの

　　０３８-０１０２・青森県平川市碇ケ関古懸向安田・いかりがせきこがけむかいやすだ

　　０３８-０１０２・青森県平川市碇ケ関古懸門前・いかりがせきこがけもんぜん



　　０３８-０１０２・青森県平川市碇ケ関古懸門前屋岸・いかりがせきこがけもんぜんやぎじ

　　０３８-０１０２・青森県平川市碇ケ関古懸安田・いかりがせきこがけやすた

　　０３８-０１０３・青森県平川市碇ケ関久吉蕷ケ平・いかりがせきひさよしいもがたいら

　　０３８-０１０３・青森県平川市碇ケ関久吉二ノ渡・いかりがせきひさよしにのわたり

　　０３８-０１０３・青森県平川市碇ケ関久吉山岸・いかりがせきひさよしやまぎじ

　　０３６-０１５１・青森県平川市石郷沖中・いしごうおきなか

　　０３６-０１５１・青森県平川市石郷村元・いしごうむらもと

　　０３６-０１５１・青森県平川市石郷柳田・いしごうやなぎだ

　　０３６-０１５２・青森県平川市石畑岡元・いしはたけおかもと

　　０３６-０１４５・青森県平川市岩館長田・いわだておさだ

　　０３６-０１４５・青森県平川市岩館下り松・いわだてさがりまつ

　　０３６-０１４５・青森県平川市岩館藤巻・いわだてふじまき

　　０３６-０１４５・青森県平川市岩館村元・いわだてむらもと

　　０３６-０１４５・青森県平川市岩館山の井・いわだてやまのい

　　０３６-０１４１・青森県平川市沖館長田・おきだておさだ

　　０３６-０１４１・青森県平川市沖館沢田・おきだてさわた

　　０３６-０１４１・青森県平川市沖館高田・おきだてたかだ

　　０３６-０１４１・青森県平川市沖館永田・おきだてながた

　　０３６-０１４１・青森県平川市沖館西田・おきだてにした

　　０３６-０１４１・青森県平川市沖館比山館・おきだてひやまだて

　　０３６-０１４１・青森県平川市沖館宮崎・おきだてみやざき

　　０３６-０１４１・青森県平川市沖館向野・おきだてむかいの

　　０３６-０１４１・青森県平川市沖館和田・おきだてわだ

　　０３６-０１７１・青森県平川市小国浅瀬石山・おぐにあせいしやま

　　０３６-０１７１・青森県平川市小国川辺・おぐにかわべ

　　０３６-０１７１・青森県平川市小国川原田・おぐにかわらだ

　　０３６-０１７１・青森県平川市小国深沢・おぐにふかさわ

　　０３６-０１７１・青森県平川市小国山下・おぐにやました

　　０３６-０１２２・青森県平川市尾崎浅井・おさきあさい

　　０３６-０１２２・青森県平川市尾崎稲元・おさきいなもと

　　０３６-０１２２・青森県平川市尾崎岡田・おさきおかだ

　　０３６-０１２２・青森県平川市尾崎川合・おさきかわい

　　０３６-０１２２・青森県平川市尾崎木戸口・おさききどぐち

　　０３６-０１２２・青森県平川市尾崎里見・おさきさとみ

　　０３６-０１２２・青森県平川市尾崎沢部・おさきさわべ

　　０３６-０１２２・青森県平川市尾崎平山・おさきひらやま

　　０３６-０１２２・青森県平川市尾崎安田・おさきやすた

　　０３６-０２２２・青森県平川市長田沼田・おさだぬまた

　　０３６-０２２２・青森県平川市長田野田・おさだのだ

　　０３６-０２２２・青森県平川市長田村下・おさだむらした

　　０３６-０２２２・青森県平川市長田元村・おさだもとむら

　　０３６-０２１２・青森県平川市尾上栄松・おのえさかえまつ

　　０３６-０１０４・青森県平川市柏木町東田・かしわぎまちひがしだ

　　０３６-０１０４・青森県平川市柏木町広田・かしわぎまちひろだ

　　０３６-０１０４・青森県平川市柏木町藤山・かしわぎまちふじやま

　　０３６-０１０４・青森県平川市柏木町柳田・かしわぎまちやなぎだ

　　０３６-０２０２・青森県平川市金屋上松元・かなやかみまつもと

　　０３６-０２０２・青森県平川市金屋上早稲田・かなやかみわせだ

　　０３６-０２０２・青森県平川市金屋下松元・かなやしもまつもと

　　０３６-０２０２・青森県平川市金屋下早稲田・かなやしもわせだ

　　０３６-０２０２・青森県平川市金屋中松元・かなやなかまつもと

　　０３６-０２０２・青森県平川市金屋中早稲田・かなやなかわせだ

　　０３６-０２０２・青森県平川市金屋西松元・かなやにしまつもと

　　０３６-０２３２・青森県平川市蒲田一本松・がまたいつほﾟんまつ

　　０３６-０２３２・青森県平川市蒲田玉田・がまたたまだ

　　０３６-０２３２・青森県平川市蒲田豊田・がまたとよた

　　０３６-０２３２・青森県平川市蒲田豊富・がまたとよとみ

　　０３６-０２３２・青森県平川市蒲田三原・がまたみはら

　　０３６-０２３２・青森県平川市蒲田元宮・がまたもとみや

　　０３６-０１３２・青森県平川市唐竹芦毛沢・からたけあしげさわ

　　０３６-０１３２・青森県平川市唐竹阿蘇獄・からたけあそだけ

　　０３６-０１３２・青森県平川市唐竹井沢・からたけいざわ

　　０３６-０１３２・青森県平川市唐竹苺原・からたけいちごはら

　　０３６-０１３２・青森県平川市唐竹川原田・からたけかわらだ

　　０３６-０１３２・青森県平川市唐竹小金森・からたけこがねもり

　　０３６-０１３２・青森県平川市唐竹小松原・からたけこまつはら

　　０３６-０１３２・青森県平川市唐竹高田・からたけたかだ

　　０３６-０１３２・青森県平川市唐竹平山・からたけひらやま

　　０３６-０１３２・青森県平川市唐竹堀合・からたけほりあい

　　０３６-０１３２・青森県平川市唐竹水上・からたけみずかみ



　　０３６-０１３２・青森県平川市唐竹向川原田・からたけむかいかわらだ

　　０３６-０１３２・青森県平川市唐竹薬師沢・からたけやくしざわ

　　０３６-０１７３・青森県平川市切明浅瀬石山・きりあけあせいしやま

　　０３６-０１７３・青森県平川市切明上井戸・きりあけかみいど

　　０３６-０１７３・青森県平川市切明誉田邸・きりあけこんたやしき

　　０３６-０１７３・青森県平川市切明坂本・きりあけさかもと

　　０３６-０１７３・青森県平川市切明滝の森・きりあけたきのもり

　　０３６-０１７３・青森県平川市切明滝候沢・きりあけたつこうさわ

　　０３６-０１７３・青森県平川市切明津根川森・きりあけつねかわもり

　　０３６-０１７３・青森県平川市切明温川沢・きりあけぬるかわさわ

　　０３６-０１７３・青森県平川市切明温川森・きりあけぬるかわもり

　　０３６-０１７３・青森県平川市切明螢沢・きりあけほたるさわ

　　０３６-０１７３・青森県平川市切明山下・きりあけやました

　　０３６-０１７２・青森県平川市葛川浅瀬石山・くずかわあせいしやま

　　０３６-０１７２・青森県平川市葛川一本木平・くずかわいつほﾟんぎたいら

　　０３６-０１７２・青森県平川市葛川大川添・くずかわおおかわぞえ

　　０３６-０１７２・青森県平川市葛川折戸・くずかわおりと

　　０３６-０１７２・青森県平川市葛川上の平・くずかわかみのたいら

　　０３６-０１７２・青森県平川市葛川唐川平・くずかわからかわたいら

　　０３６-０１７２・青森県平川市葛川葛川沢・くずかわくずかわさわ

　　０３６-０１７２・青森県平川市葛川葛川平・くずかわくずかわたいら

　　０３６-０１７２・青森県平川市葛川葛川出口・くずかわくずかわでぐち

　　０３６-０１７２・青森県平川市葛川毛無森・くずかわけなしもり

　　０３６-０１７２・青森県平川市葛川砂子沢・くずかわすなこざわ

　　０３６-０１７２・青森県平川市葛川田の沢口・くずかわたのさわぐち

　　０３６-０１７２・青森県平川市葛川長小股・くずかわながこまた

　　０３６-０１７２・青森県平川市葛川平六沢上・くずかわへいろくさわかみ

　　０３６-０１７２・青森県平川市葛川平六村下・くずかわへいろくむらした

　　０３６-０１７２・青森県平川市葛川家岸・くずかわやぎじ

　　０３６-０１０２・青森県平川市光城・こうじよう

　　０３６-０１５３・青森県平川市小杉稲村・こすぎいなむら

　　０３６-０１５３・青森県平川市小杉扇田・こすぎおうぎだ

　　０３６-０１５３・青森県平川市小杉川崎・こすぎかわさき

　　０３６-０１５３・青森県平川市小杉竹内・こすぎたけうち

　　０３６-０１５３・青森県平川市小杉西田・こすぎにした

　　０３６-０１１１・青森県平川市小和森上田川・こわもりかみたがわ

　　０３６-０１１１・青森県平川市小和森上平田・こわもりかみひらた

　　０３６-０１１１・青森県平川市小和森上松岡・こわもりかみまつおか

　　０３６-０１１１・青森県平川市小和森下田川・こわもりしもたがわ

　　０３６-０１１１・青森県平川市小和森下平田・こわもりしもひらた

　　０３６-０１１１・青森県平川市小和森下松岡・こわもりしもまつおか

　　０３６-０１１１・青森県平川市小和森種取・こわもりたねとり

　　０３６-０１１１・青森県平川市小和森中松岡・こわもりなかまつおか

　　０３６-０１１１・青森県平川市小和森福田・こわもりふくだ

　　０３６-０１１１・青森県平川市小和森松川・こわもりまつかわ

　　０３６-０１１１・青森県平川市小和森松村・こわもりまつむら

　　０３６-０２４２・青森県平川市猿賀浅井・さるかあさい

　　０３６-０２４２・青森県平川市猿賀浅田・さるかあさだ

　　０３６-０２４２・青森県平川市猿賀池上・さるかいけがみ

　　０３６-０２４２・青森県平川市猿賀池田・さるかいけだ

　　０３６-０２４２・青森県平川市猿賀石林・さるかいしはﾞやじ

　　０３６-０２４２・青森県平川市猿賀上岡・さるかかみおか

　　０３６-０２４２・青森県平川市猿賀上川・さるかかみかわ

　　０３６-０２４２・青森県平川市猿賀下岡・さるかしもおか

　　０３６-０２４２・青森県平川市猿賀下川・さるかしもかわ

　　０３６-０２４２・青森県平川市猿賀下野・さるかしもの

　　０３６-０２４２・青森県平川市猿賀遠林・さるかとおはﾞやじ

　　０３６-０２４２・青森県平川市猿賀富岡・さるかとみおか

　　０３６-０２４２・青森県平川市猿賀平塚・さるかひらつか

　　０３６-０２４２・青森県平川市猿賀松枝・さるかまつえだ

　　０３６-０２４２・青森県平川市猿賀南田・さるかみなみた

　　０３６-０２４２・青森県平川市猿賀南野・さるかみなみの

　　０３６-０２４２・青森県平川市猿賀明堂・さるかみようどう

　　０３６-０２４２・青森県平川市猿賀安岡・さるかやすおか

　　０３６-０２４２・青森県平川市猿賀安田・さるかやすた

　　０３６-０１６１・青森県平川市杉館滝元・すぎだてたきもと

　　０３６-０１６１・青森県平川市杉館松橋・すぎだてまつはじ

　　０３６-０１６１・青森県平川市杉館宮元・すぎだてみやもと

　　０３６-０２０１・青森県平川市李平上安原・すももだいかみやすはら

　　０３６-０２０１・青森県平川市李平上山崎・すももだいかみやまざき



　　０３６-０２０１・青森県平川市李平北豊田・すももだいきたとよだ

　　０３６-０２０１・青森県平川市李平下安原・すももだいしもやすはら

　　０３６-０２０１・青森県平川市李平西豊田・すももだいにしとよだ

　　０３６-０２０１・青森県平川市李平西山崎・すももだいにしやまざき

　　０３６-０２０１・青森県平川市李平西和田・すももだいにしわだ

　　０３６-０２０１・青森県平川市李平東豊田・すももだいひがしとよだ

　　０３６-０２０１・青森県平川市李平東和田・すももだいひがしわだ

　　０３６-０２０１・青森県平川市李平南豊田・すももだいみなみとよだ

　　０３６-０１０１・青森県平川市大光寺一滝本・だいこうじいちたきもと

　　０３６-０１０１・青森県平川市大光寺一村井・だいこうじいちむらい

　　０３６-０１０１・青森県平川市大光寺一早稲田・だいこうじいちわせだ

　　０３６-０１０１・青森県平川市大光寺稲田・だいこうじいなだ

　　０３６-０１０１・青森県平川市大光寺稲村・だいこうじいなむら

　　０３６-０１０１・青森県平川市大光寺川原田・だいこうじかわらだ

　　０３６-０１０１・青森県平川市大光寺三滝本・だいこうじさんたきもと

　　０３６-０１０１・青森県平川市大光寺三村井・だいこうじさんむらい

　　０３６-０１０１・青森県平川市大光寺三早稲田・だいこうじさんわせだ

　　０３６-０１０１・青森県平川市大光寺釈迦口・だいこうじしやかぐち

　　０３６-０１０１・青森県平川市大光寺白山・だいこうじしろやま

　　０３６-０１０１・青森県平川市大光寺種元・だいこうじたねもと

　　０３６-０１０１・青森県平川市大光寺西稲村・だいこうじにしいなむら

　　０３６-０１０１・青森県平川市大光寺二滝本・だいこうじにたきもと

　　０３６-０１０１・青森県平川市大光寺二村井・だいこうじにむらい

　　０３６-０１０１・青森県平川市大光寺二早稲田・だいこうじにわせだ

　　０３６-０１０１・青森県平川市大光寺四滝本・だいこうじよんたきもと

　　０３６-０１４６・青森県平川市大坊竹内・だいほﾞうたけうち

　　０３６-０１４６・青森県平川市大坊竹原・だいほﾞうたけはら

　　０３６-０１４６・青森県平川市大坊福田・だいほﾞうふくだ

　　０３６-０１４６・青森県平川市大坊前田・だいほﾞうまえだ

　　０３６-０２１１・青森県平川市高木岡崎・たかきおかざき

　　０３６-０２１１・青森県平川市高木岡田・たかきおかだ

　　０３６-０２１１・青森県平川市高木岡部・たかきおかべ

　　０３６-０２１１・青森県平川市高木豊岡・たかきとよおか

　　０３６-０２１１・青森県平川市高木豊田・たかきとよだ

　　０３６-０２１１・青森県平川市高木原田・たかきはらた

　　０３６-０２１１・青森県平川市高木原富・たかきはらとみ

　　０３６-０２１１・青森県平川市高木松元・たかきまつもと

　　０３６-０１４２・青森県平川市高畑熊沢・たかはたけくまざわ

　　０３６-０１４２・青森県平川市高畑高田・たかはたけたかだ

　　０３６-０１４２・青森県平川市高畑前田・たかはたけまえだ

　　０３６-０１５５・青森県平川市館田稲村・たちたいなむら

　　０３６-０１５５・青森県平川市館田中前田・たちたなかまえだ

　　０３６-０１５５・青森県平川市館田西川原田・たちたにしかわらだ

　　０３６-０１５５・青森県平川市館田西和田・たちたにしわだ

　　０３６-０１５５・青森県平川市館田東稲村・たちたひがしいなむら

　　０３６-０１５５・青森県平川市館田東前田・たちたひがしまえだ

　　０３６-０１５５・青森県平川市館田東和田・たちたひがしわだ

　　０３６-０１５５・青森県平川市館田前田・たちたまえだ

　　０３６-０１５５・青森県平川市館田南川原田・たちたみなみかわらだ

　　０３６-０１５５・青森県平川市館田元川原田・たちたもとかわらだ

　　０３６-０１５５・青森県平川市館田柳原・たちたやなぎはら

　　０３６-０１６２・青森県平川市館山板橋・たてやまいたはﾞじ

　　０３６-０１６２・青森県平川市館山上扇田・たてやまかみおうぎだ

　　０３６-０１６２・青森県平川市館山上亀岡・たてやまかみかめおか

　　０３６-０１６２・青森県平川市館山川合・たてやまかわい

　　０３６-０１６２・青森県平川市館山下扇田・たてやましもおうぎだ

　　０３６-０１６２・青森県平川市館山下亀岡・たてやましもかめおか

　　０３６-０１６２・青森県平川市館山前田・たてやままえだ

　　０３６-０２２１・青森県平川市中佐渡石田・なかさどいした

　　０３６-０２２１・青森県平川市中佐渡鎌田・なかさどかまだ

　　０３６-０２２１・青森県平川市中佐渡前田・なかさどまえだ

　　０３６-０２２１・青森県平川市中佐渡南田・なかさどみなみだ

　　０３６-０２２１・青森県平川市中佐渡村元・なかさどむらもと

　　０３６-０１６３・青森県平川市苗生松一本柳・なんはﾞいまついつほﾟんやなぎ

　　０３６-０１６３・青森県平川市苗生松上東田・なんはﾞいまつかみひがしだ

　　０３６-０１６３・青森県平川市苗生松川崎・なんはﾞいまつかわさき

　　０３６-０１６３・青森県平川市苗生松川原田・なんはﾞいまつかわらだ

　　０３６-０１６３・青森県平川市苗生松下東田・なんはﾞいまつしもひがしだ

　　０３６-０１６３・青森県平川市苗生松元東田・なんはﾞいまつもとひがしだ

　　０３６-０１１５・青森県平川市新館後野・にいだてうしろの



　　０３６-０１１５・青森県平川市新館柏崎・にいだてかしわざき

　　０３６-０１１５・青森県平川市新館駒泊・にいだてこまどまり

　　０３６-０１１５・青森県平川市新館島村・にいだてしまむら

　　０３６-０１１５・青森県平川市新館野木和・にいだてのぎわ

　　０３６-０１１５・青森県平川市新館東山・にいだてひがしやま

　　０３６-０１１５・青森県平川市新館藤巻・にいだてふじまき

　　０３６-０１１５・青森県平川市新館藤山・にいだてふじやま

　　０３６-０２２３・青森県平川市西野曽江川崎・にしのぞえかわさき

　　０３６-０２２３・青森県平川市西野曽江橋元・にしのぞえはしもと

　　０３６-０２２３・青森県平川市西野曽江広田・にしのぞえひろた

　　０３６-０２３１・青森県平川市新山岡部・にいやまおかべ

　　０３６-０２３１・青森県平川市新山松橋・にいやままつはじ

　　０３６-０２３１・青森県平川市新山村元・にいやまむらもと

　　０３６-０２３１・青森県平川市新山柳田・にいやまやなぎだ

　　０３６-０２３１・青森県平川市新山早稲田・にいやまわせだ

　　０３６-０２４３・青森県平川市原大野・はらおおの

　　０３６-０２４３・青森県平川市原上原・はらかみはら

　　０３６-０２４３・青森県平川市原北原・はらきたはら

　　０３６-０１４４・青森県平川市原田稲元・はらたいなもと

　　０３６-０１４４・青森県平川市原田今井・はらたいまい

　　０３６-０１４４・青森県平川市原田沢田・はらたさわた

　　０３６-０１４４・青森県平川市原田村元・はらたむらもと

　　０３６-０２３３・青森県平川市日沼一本柳・ひぬまいつほﾟんやなぎ

　　０３６-０２３３・青森県平川市日沼河原田・ひぬまかわらだ

　　０３６-０２３３・青森県平川市日沼下川原・ひぬましもかわら

　　０３６-０２３３・青森県平川市日沼下袋・ひぬましもふくろ

　　０３６-０２３３・青森県平川市日沼李田・ひぬますももだ

　　０３６-０２３３・青森県平川市日沼高田・ひぬまたかだ

　　０３６-０２３３・青森県平川市日沼塚越・ひぬまつかごじ

　　０３６-０２３３・青森県平川市日沼樋田・ひぬまといだ

　　０３６-０２３３・青森県平川市日沼富田・ひぬまとみた

　　０３６-０２３３・青森県平川市日沼富岳・ひぬまとみたけ

　　０３６-０１１３・青森県平川市平田森稲村・ひらたもりいなむら

　　０３６-０１１３・青森県平川市平田森上宮本・ひらたもりかみみやもと

　　０３６-０１１３・青森県平川市平田森下宮本・ひらたもりしもみやもと

　　０３６-０１１３・青森県平川市平田森前田・ひらたもりまえだ

　　０３６-０１１３・青森県平川市平田森若松・ひらたもりわかまつ

　　０３６-０１３１・青森県平川市広船広沢・ひろふねひろさわ

　　０３６-０１３１・青森県平川市広船福田・ひろふねふくだ

　　０３６-０１３１・青森県平川市広船山下・ひろふねやました

　　０３６-０１４３・青森県平川市吹上高田・ふきあげたかだ

　　０３６-０１４３・青森県平川市吹上平岡・ふきあげひらおか

　　０３６-０１４３・青森県平川市吹上安田・ふきあげやすた

　　０３６-０１１４・青森県平川市町居稲村・まちいいなむら

　　０３６-０１１４・青森県平川市町居稲元・まちいいなもと

　　０３６-０１１４・青森県平川市町居西田・まちいにした

　　０３６-０１１４・青森県平川市町居南田・まちいみなみた

　　０３６-０１１４・青森県平川市町居山下・まちいやました

　　０３６-０１１４・青森県平川市町居山元・まちいやまもと

　　０３６-０１１４・青森県平川市町居横山・まちいよこやま

　　０３６-０１６４・青森県平川市松崎亀井・まつざきかめい

　　０３６-０１６４・青森県平川市松崎西田・まつざきにしだ

　　０３６-０１６５・青森県平川市松館浅井・まつだてあさい

　　０３６-０１６５・青森県平川市松館井ノ上・まつだていのうえ

　　０３６-０１６５・青森県平川市松館西稲村・まつだてにしいなむら

　　０３６-０１６５・青森県平川市松館西川原田・まつだてにしかわらだ

　　０３６-０１６５・青森県平川市松館東稲村・まつだてひがしいなむら

　　０３６-０１６５・青森県平川市松館東川原田・まつだてひがしかわらだ

　　０３６-０１６５・青森県平川市松館松元・まつだてまつもと

　　０３６-０２０３・青森県平川市南田中北林元・みなみたなかきたはやしもと

　　０３６-０２０３・青森県平川市南田中北原・みなみたなかきたはら

　　０３６-０２０３・青森県平川市南田中北細田・みなみたなかきたほそだ

　　０３６-０２０３・青森県平川市南田中北村井・みなみたなかきたむらい

　　０３６-０２０３・青森県平川市南田中中村井・みなみたなかなかむらい

　　０３６-０２０３・青森県平川市南田中西林元・みなみたなかにしはやしもと

　　０３６-０２０３・青森県平川市南田中西原・みなみたなかにしはら

　　０３６-０２０３・青森県平川市南田中東林元・みなみたなかひがしはやしもと

　　０３６-０２０３・青森県平川市南田中南林元・みなみたなかみなみはやしもと

　　０３６-０２０３・青森県平川市南田中村内・みなみたなかむらうち

　　０３６-０１０３・青森県平川市本町北柳田・もとまちきたやなぎだ



　　０３６-０１０３・青森県平川市本町富岡・もとまちとみおか

　　０３６-０１０３・青森県平川市本町西宮・もとまちにしのみや

　　０３６-０１０３・青森県平川市本町平野・もとまちひらの

　　０３６-０１０３・青森県平川市本町南柳田・もとまちみなみやなぎだ

　　０３６-０１０３・青森県平川市本町村元・もとまちむらもと

　　０３６-０２４１・青森県平川市八幡崎高野・やわたさきたかの

　　０３６-０２４１・青森県平川市八幡崎高原・やわたさきたかはら

　　０３６-０２４１・青森県平川市八幡崎本林・やわたさきほんはﾞやじ

　　０３６-０２４１・青森県平川市八幡崎松枝・やわたさきまつえだ

　　０３６-０２４１・青森県平川市八幡崎松橋・やわたさきまつはじ

　　０３６-０２４１・青森県平川市八幡崎宮田・やわたさきみやた

　　０３６-０２４１・青森県平川市八幡崎宮本・やわたさきみやもと

　　０３６-０２４１・青森県平川市八幡崎本宮・やわたさきもとみや

　　０３６-０１５４・青森県平川市四ツ屋亀田・よつやかめた

　　０３９-３３００・青森県東津軽郡平内町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０３９-３３１２・青森県東津軽郡平内町浅所・あさどころ

　　０３９-３３６４・青森県東津軽郡平内町小豆沢・あずきさわ

　　０３９-３３８２・青森県東津軽郡平内町稲生・いのう

　　０３９-３３５２・青森県東津軽郡平内町内童子・うちどうじ

　　０３９-３３４３・青森県東津軽郡平内町狩場沢・かりはﾞさわ

　　０３９-３３４２・青森県東津軽郡平内町口広・くちひろ

　　０３９-３３２１・青森県東津軽郡平内町小湊・こみなと

　　０３９-３３３２・青森県東津軽郡平内町清水川・しみずがわ

　　０３９-３３０２・青森県東津軽郡平内町白砂・しらす

　　０３９-３３５１・青森県東津軽郡平内町外童子・そとどうじ

　　０３９-３３５３・青森県東津軽郡平内町田茂木・たもぎ

　　０３９-３３７２・青森県東津軽郡平内町土屋・つちや

　　０３９-３３７１・青森県東津軽郡平内町中野・なかの

　　０３９-３３７３・青森県東津軽郡平内町浪打・なみうち

　　０３９-３３１３・青森県東津軽郡平内町沼館・ぬまだて

　　０３９-３３３１・青森県東津軽郡平内町浜子・はまご

　　０３９-３３０３・青森県東津軽郡平内町東滝・ひがしたき

　　０３９-３３０１・青森県東津軽郡平内町東田沢・ひがしたざわ

　　０３９-３３１５・青森県東津軽郡平内町福島・ふくしま

　　０３９-３３１１・青森県東津軽郡平内町福館・ふくだて

　　０３９-３３６１・青森県東津軽郡平内町藤沢・ふじさわ

　　０３９-３３６２・青森県東津軽郡平内町増田・ますた

　　０３９-３３３３・青森県東津軽郡平内町松野木・まつのき

　　０３９-３３８１・青森県東津軽郡平内町茂浦・もうら

　　０３９-３３１４・青森県東津軽郡平内町盛田・もりた

　　０３９-３３４１・青森県東津軽郡平内町薬師野・やくしの

　　０３９-３３６３・青森県東津軽郡平内町山口・やまぐち

　　０３０-１５００・青森県東津軽郡今別町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０３０-１５０２・青森県東津軽郡今別町今別・いまべつ

　　０３０-１５０５・青森県東津軽郡今別町大川平・おおかわだい

　　０３０-１５１２・青森県東津軽郡今別町大泊・おおどまり

　　０３０-１５１５・青森県東津軽郡今別町奥平部・おくたいらへ

　　０３０-１５１４・青森県東津軽郡今別町砂ケ森・すながもり

　　０３０-１５０４・青森県東津軽郡今別町鍋田・なべた

　　０３０-１５０１・青森県東津軽郡今別町浜名・はまな

　　０３０-１５１３・青森県東津軽郡今別町袰月・ほろつﾞき

　　０３０-１５０３・青森県東津軽郡今別町村元・むらもと

　　０３０-１５１１・青森県東津軽郡今別町山崎・やまざき

　　０３０-１２００・青森県東津軽郡蓬田村・・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０３０-１２１２・青森県東津軽郡蓬田村阿弥陀川・ あみだがわ

　　０３０-１２０３・青森県東津軽郡蓬田村郷沢・ ごうさわ

　　０３０-１２０２・青森県東津軽郡蓬田村瀬辺地・ せへじ

　　０３０-１２１４・青森県東津軽郡蓬田村中沢・ なかざわ

　　０３０-１２１３・青森県東津軽郡蓬田村長科・ ながしな

　　０３０-１２０１・青森県東津軽郡蓬田村広瀬・ ひろせ

　　０３０-１２１１・青森県東津軽郡蓬田村蓬田・ よもぎだ

　　０３０-１４００・青森県東津軽郡外ヶ浜町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０３０-１３０９・青森県東津軽郡外ヶ浜町上蟹田・うえかにた

　　０３０-１３０３・青森県東津軽郡外ヶ浜町蟹田・かにた

　　０３０-１３０１・青森県東津軽郡外ヶ浜町蟹田石浜・かにたいしはま

　　０３０-１３０７・青森県東津軽郡外ヶ浜町蟹田大平・かにたおおだい

　　０３０-１３０５・青森県東津軽郡外ヶ浜町蟹田小国・かにたおぐに

　　０３０-１３１１・青森県東津軽郡外ヶ浜町蟹田塩越・かにたしおこじ

　　０３０-１３０２・青森県東津軽郡外ヶ浜町蟹田中師・かにたちゆうじ

　　０３０-１３０４・青森県東津軽郡外ヶ浜町蟹田南沢・かにたみなみざわ



　　０３０-１３０６・青森県東津軽郡外ヶ浜町蟹田山本・かにたやまもと

　　０３０-１３０８・青森県東津軽郡外ヶ浜町下蟹田・したかにた

　　０３０-１４０２・青森県東津軽郡外ヶ浜町平舘・たいらだて

　　０３０-１４０５・青森県東津軽郡外ヶ浜町平舘石崎沢・たいらだていしざきさわ

　　０３０-１４１６・青森県東津軽郡外ヶ浜町平舘磯山・たいらだていそやま

　　０３０-１４１３・青森県東津軽郡外ヶ浜町平舘今津・たいらだていまつﾞ

　　０３０-１４１１・青森県東津軽郡外ヶ浜町平舘根岸・たいらだてねぎじ

　　０３０-１４１２・青森県東津軽郡外ヶ浜町平舘野田・たいらだてのだ

　　０３０-１４１５・青森県東津軽郡外ヶ浜町平舘舟岡・たいらだてふなおか

　　０３０-１４０３・青森県東津軽郡外ヶ浜町平舘元宇田・たいらだてもとうだ

　　０３０-１４０４・青森県東津軽郡外ヶ浜町平舘弥蔵釜・たいらだてやぞうかま

　　０３０-１７３２・青森県東津軽郡外ヶ浜町三厩家ノ上・みんまやいえのうえ

　　０３０-１７１９・青森県東津軽郡外ヶ浜町三厩宇鉄山・みんまやうてつやま

　　０３０-１７２４・青森県東津軽郡外ヶ浜町三厩釜野澤・みんまやかまのさわ

　　０３０-１７２２・青森県東津軽郡外ヶ浜町三厩上宇鉄・みんまやかみうてつ

　　０３０-１７１７・青森県東津軽郡外ヶ浜町三厩川柱・みんまやかわしら

　　０３０-１７１２・青森県東津軽郡外ヶ浜町三厩木落・みんまやきおとじ

　　０３０-１７１１・青森県東津軽郡外ヶ浜町三厩源兵衛間・みんまやげんべいま

　　０３０-１７２７・青森県東津軽郡外ヶ浜町三厩算用師・みんまやさんようじ

　　０３０-１７２０・青森県東津軽郡外ヶ浜町三厩四枚橋・みんまやしまいはﾞじ

　　０３０-１７２９・青森県東津軽郡外ヶ浜町三厩下平・みんまやしもたいら

　　０３０-１７１６・青森県東津軽郡外ヶ浜町三厩尻神・みんまやしりかみ

　　０３０-１７３３・青森県東津軽郡外ヶ浜町三厩新町・みんまやしんちよう

　　０３０-１７１１・青森県東津軽郡外ヶ浜町三厩龍浜・みんまやたつはま

　　０３０-１７２８・青森県東津軽郡外ヶ浜町三厩中浜・みんまやなかはま

　　０３０-１７１８・青森県東津軽郡外ヶ浜町三厩梨ノ木間・みんまやなしのきま

　　０３０-１７１５・青森県東津軽郡外ヶ浜町三厩鳴神・みんまやなるかみ

　　０３０-１７３７・青森県東津軽郡外ヶ浜町三厩東町・みんまやひがしまち

　　０３０-１７１４・青森県東津軽郡外ヶ浜町三厩梹榔・みんまやひようろう

　　０３０-１７２５・青森県東津軽郡外ヶ浜町三厩藤嶋・みんまやふじしま

　　０３０-１７３１・青森県東津軽郡外ヶ浜町三厩本町・みんまやほんちよう

　　０３０-１７２１・青森県東津軽郡外ヶ浜町三厩鐇泊・みんまやまさかりどまり

　　０３０-１７３４・青森県東津軽郡外ヶ浜町三厩増川・みんまやますかわ

　　０３０-１７３５・青森県東津軽郡外ヶ浜町三厩緑ケ丘・みんまやみどりがおか

　　０３０-１７２３・青森県東津軽郡外ヶ浜町三厩元宇鉄・みんまやもとうてつ

　　０３０-１７３６・青森県東津軽郡外ヶ浜町三厩桃ケ丘・みんまやももがおか

　　０３０-１７１３・青森県東津軽郡外ヶ浜町三厩鎧嶋・みんまやよろいじま

　　０３０-１７２６・青森県東津軽郡外ヶ浜町三厩六條間・みんまやろくじようま

　　０３８-２７００・青森県西津軽郡鰺ヶ沢町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０３８-２７３１・青森県西津軽郡鰺ヶ沢町赤石町・あかいしまち

　　０３８-２７１４・青森県西津軽郡鰺ヶ沢町芦萢町・あしやちまち

　　０３８-２７４２・青森県西津軽郡鰺ヶ沢町新町・あらまち

　　０３８-２７３５・青森県西津軽郡鰺ヶ沢町姥袋町・うはﾞふくろまち

　　０３８-２７２４・青森県西津軽郡鰺ヶ沢町鬼袋町・おにふくろまち

　　０３８-２７０１・青森県西津軽郡鰺ヶ沢町北浮田町・きたうきたまち

　　０３８-２７５４・青森県西津軽郡鰺ヶ沢町米町・こめまち

　　０３８-２７２２・青森県西津軽郡鰺ヶ沢町小森町・こもりまち

　　０３８-２７０３・青森県西津軽郡鰺ヶ沢町小屋敷町・こやしきまち

　　０３８-２７４５・青森県西津軽郡鰺ヶ沢町新地町・しんちまち

　　０３８-２７０２・青森県西津軽郡鰺ヶ沢町建石町・たていしまち

　　０３８-２７３３・青森県西津軽郡鰺ヶ沢町館前町・たてまえまち

　　０３８-２７５１・青森県西津軽郡鰺ヶ沢町田中町・たなかまち

　　０３８-２７２５・青森県西津軽郡鰺ヶ沢町種里町・たねさとまち

　　０３８-２７４３・青森県西津軽郡鰺ヶ沢町釣町・つりまち

　　０３８-２７１１・青森県西津軽郡鰺ヶ沢町中村町・なかむらまち

　　０３８-２７１２・青森県西津軽郡鰺ヶ沢町長平町・ながだいまち

　　０３８-２７５２・青森県西津軽郡鰺ヶ沢町七ツ石町・ななついしまち

　　０３８-２７４１・青森県西津軽郡鰺ヶ沢町浜町・はままち

　　０３８-２７１５・青森県西津軽郡鰺ヶ沢町浜横沢町・はまよこさわまち

　　０３８-２７３２・青森県西津軽郡鰺ヶ沢町日照田町・ひでりたまち

　　０３８-２７２３・青森県西津軽郡鰺ヶ沢町一ツ森町・ひとつもりまち

　　０３８-２７２１・青森県西津軽郡鰺ヶ沢町深谷町・ふかやまち

　　０３８-２７４６・青森県西津軽郡鰺ヶ沢町富根町・ふねちよう

　　０３８-２７５３・青森県西津軽郡鰺ヶ沢町本町・ほんちよう

　　０３８-２７６１・青森県西津軽郡鰺ヶ沢町舞戸町・まいとまち

　　０３８-２７１３・青森県西津軽郡鰺ヶ沢町松代町・まつだいまち

　　０３８-２７０５・青森県西津軽郡鰺ヶ沢町南浮田町・みなみうきたまち

　　０３８-２７３４・青森県西津軽郡鰺ヶ沢町南金沢町・みなみかなざわまち

　　０３８-２７０４・青森県西津軽郡鰺ヶ沢町湯舟町・ゆぶねまち

　　０３８-２７４７・青森県西津軽郡鰺ヶ沢町淀町・よどまち



　　０３８-２７４４・青森県西津軽郡鰺ヶ沢町漁師町・りようしまち

　　０３８-２３００・青森県西津軽郡深浦町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０３８-２５０２・青森県西津軽郡深浦町岩坂・いわさか

　　０３８-２２０２・青森県西津軽郡深浦町岩崎・いわさき

　　０３８-２４１３・青森県西津軽郡深浦町追良瀬・おいらせ

　　０３８-２２０８・青森県西津軽郡深浦町大間越・おおまごじ

　　０３８-２４１１・青森県西津軽郡深浦町風合瀬・かそせ

　　０３８-２３２３・青森県西津軽郡深浦町上長慶平・かみちようけいだいら

　　０３８-２５０４・青森県西津軽郡深浦町北金ケ沢・きたかねがさわ

　　０３８-２２０７・青森県西津軽郡深浦町黒崎・くろさき

　　０３８-２２０１・青森県西津軽郡深浦町沢辺・さわべ

　　０３８-２２０３・青森県西津軽郡深浦町正道尻・しようどうじり

　　０３８-２５０３・青森県西津軽郡深浦町関・せき

　　０３８-２５０５・青森県西津軽郡深浦町田野沢・たのさわ

　　０３８-２３２２・青森県西津軽郡深浦町長慶平・ちようけいだいら

　　０３８-２３２６・青森県西津軽郡深浦町月屋・つきや

　　０３８-２４１２・青森県西津軽郡深浦町驫木・とどろき

　　０３８-２２０４・青森県西津軽郡深浦町久田・ひさだ

　　０３８-２３２１・青森県西津軽郡深浦町広戸・ひろと

　　０３８-２３２４・青森県西津軽郡深浦町深浦・ふかうら

　　０３８-２３２７・青森県西津軽郡深浦町舮作・へなじ

　　０３８-２２０６・青森県西津軽郡深浦町松神・まつかみ

　　０３８-２２０５・青森県西津軽郡深浦町森山・もりやま

　　０３８-２５０１・青森県西津軽郡深浦町柳田・やなぎた

　　０３８-２３２５・青森県西津軽郡深浦町横磯・よこいそ

　　０３６-１４００・青森県中津軽郡西目屋村・・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０３６-１４２２・青森県中津軽郡西目屋村居森平・ いもりたい

　　０３６-１４２４・青森県中津軽郡西目屋村川原平・ かわらたい

　　０３６-１４１４・青森県中津軽郡西目屋村白沢・ しらさわ

　　０３６-１４１２・青森県中津軽郡西目屋村杉ケ沢・ すぎがさわ

　　０３６-１４２３・青森県中津軽郡西目屋村砂子瀬・ すなこせ

　　０３６-１４１３・青森県中津軽郡西目屋村大秋・ たいあき

　　０３６-１４１１・青森県中津軽郡西目屋村田代・ たしろ

　　０３６-１４２１・青森県中津軽郡西目屋村藤川・ ふじかわ

　　０３６-１４１５・青森県中津軽郡西目屋村村市・ むらいち

　　０３８-３８００・青森県南津軽郡藤崎町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０３８-３８３７・青森県南津軽郡藤崎町柏木堰・かしわぎぜき

　　０３８-３８３３・青森県南津軽郡藤崎町亀岡・かめおか

　　０３８-１２０３・青森県南津軽郡藤崎町久井名舘・ぐいなだて

　　０３８-３８０４・青森県南津軽郡藤崎町葛野・くずの

　　０３８-１２０６・青森県南津軽郡藤崎町郷山前・ごうさんまえ

　　０３８-３８１２・青森県南津軽郡藤崎町小畑・こはﾞた

　　０３８-３８０５・青森県南津軽郡藤崎町五林・ごりん

　　０３８-１２１６・青森県南津軽郡藤崎町榊・さかき

　　０３８-３８３６・青森県南津軽郡藤崎町下俵舛・しもたわらます

　　０３８-３８３５・青森県南津軽郡藤崎町俵舛・たわらます

　　０３８-１２１４・青森県南津軽郡藤崎町常盤・ときわ

　　０３８-１２１３・青森県南津軽郡藤崎町徳下・とくげ

　　０３８-１２０２・青森県南津軽郡藤崎町富柳・とみやなぎ

　　０３８-３８１１・青森県南津軽郡藤崎町中島・なかじま

　　０３８-３８３１・青森県南津軽郡藤崎町中野目・なかのめ

　　０３８-３８０３・青森県南津軽郡藤崎町西豊田・にしとよだ

　　０３８-３８３４・青森県南津軽郡藤崎町西中野目・にしなかのめ

　　０３８-３８０６・青森県南津軽郡藤崎町林崎・はやしざき

　　０３８-１２１１・青森県南津軽郡藤崎町福島・ふくしま

　　０３８-１２０１・青森県南津軽郡藤崎町福舘・ふくだて

　　０３８-３８０１・青森県南津軽郡藤崎町藤越・ふじこじ

　　０３８-３８０２・青森県南津軽郡藤崎町藤崎・ふじさき

　　０３８-１２０７・青森県南津軽郡藤崎町増館・ますだて

　　０３８-１２０４・青森県南津軽郡藤崎町水木・みずき

　　０３８-３８１４・青森県南津軽郡藤崎町水沼・みずぬま

　　０３８-１２１２・青森県南津軽郡藤崎町三ツ屋・みつや

　　０３８-３８１３・青森県南津軽郡藤崎町矢沢・やざわ

　　０３８-１２０５・青森県南津軽郡藤崎町吉野田・よしのだ

　　０３８-３８３２・青森県南津軽郡藤崎町吉向・よしむかい

　　０３８-１２１５・青森県南津軽郡藤崎町若松・わかまつ

　　０３８-０２００・青森県南津軽郡大鰐町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０３８-０２３３・青森県南津軽郡大鰐町居土・いつﾞち

　　０３８-０２１１・青森県南津軽郡大鰐町大鰐・おおわに

　　０３８-０２０４・青森県南津軽郡大鰐町唐牛・かろうじ



　　０３８-０２１２・青森県南津軽郡大鰐町蔵館・くらだて

　　０３８-０２０３・青森県南津軽郡大鰐町駒木・こまき

　　０３８-０２４１・青森県南津軽郡大鰐町鯖石・さはﾞいじ

　　０３８-０２２３・青森県南津軽郡大鰐町島田・しまだ

　　０３８-０２３１・青森県南津軽郡大鰐町宿川原・しゆくがわら

　　０３８-０２０２・青森県南津軽郡大鰐町長峰・ながみね

　　０３８-０２０１・青森県南津軽郡大鰐町苦木・にがき

　　０３８-０２２１・青森県南津軽郡大鰐町虹貝・にじかい

　　０３８-０２４３・青森県南津軽郡大鰐町八幡館・はちまんだて

　　０３８-０２２２・青森県南津軽郡大鰐町早瀬野・はやせの

　　０３８-０２３２・青森県南津軽郡大鰐町三ツ目内・みつめない

　　０３８-０２４２・青森県南津軽郡大鰐町森山・もりやま

　　０３８-１１００・青森県南津軽郡田舎館村・・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０３８-１１４２・青森県南津軽郡田舎館村和泉・ いずみ

　　０３８-１１１３・青森県南津軽郡田舎館村田舎舘・ いなかだて

　　０３８-１１０４・青森県南津軽郡田舎館村枝川・ えだがわ

　　０３８-１１３３・青森県南津軽郡田舎館村大根子・ おおねこ

　　０３８-１１３１・青森県南津軽郡田舎館村大袋・ おおふくろ

　　０３８-１１２３・青森県南津軽郡田舎館村大曲・ おおまがり

　　０３８-１１４１・青森県南津軽郡田舎館村川部・ かわべ

　　０３８-１１４３・青森県南津軽郡田舎館村境森・ さかいもり

　　０３８-１１０３・青森県南津軽郡田舎館村十二川原・ じゆうにかわら

　　０３８-１１３２・青森県南津軽郡田舎館村諏訪堂・ すわどう

　　０３８-１１１１・青森県南津軽郡田舎館村高樋・ たかひ

　　０３８-１１１２・青森県南津軽郡田舎館村垂柳・ たれやなぎ

　　０３８-１１４５・青森県南津軽郡田舎館村土矢倉・ つちやぐら

　　０３８-１１０１・青森県南津軽郡田舎館村東光寺・ とうこうじ

　　０３８-１１０２・青森県南津軽郡田舎館村堂野前・ どうのまえ

　　０３８-１１３４・青森県南津軽郡田舎館村豊蒔・ とよまき

　　０３８-１１２１・青森県南津軽郡田舎館村畑中・ はたけなか

　　０３８-１１２２・青森県南津軽郡田舎館村八反田・ はつたんだ

　　０３８-１１４４・青森県南津軽郡田舎館村前田屋敷・ まえたやしき

　　０３８-３６００・青森県北津軽郡板柳町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０３８-３６８３・青森県北津軽郡板柳町赤田・あかだ

　　０３８-３６５１・青森県北津軽郡板柳町飯田・いいだ

　　０３８-３６８２・青森県北津軽郡板柳町石野・いしの

　　０３８-３６８５・青森県北津軽郡板柳町いたや町・いたやちよう

　　０３８-３６６２・青森県北津軽郡板柳町板柳・いたやなぎ

　　０３８-３６４２・青森県北津軽郡板柳町太田・おおた

　　０３８-３６３５・青森県北津軽郡板柳町大俵・おおたわら

　　０３８-３６７１・青森県北津軽郡板柳町掛落林・かけおちはﾞやじ

　　０３８-３６３２・青森県北津軽郡板柳町柏木・かしわぎ

　　０３８-３６３３・青森県北津軽郡板柳町狐森・きつねもり

　　０３８-３６３６・青森県北津軽郡板柳町五幾形・ごきがた

　　０３８-３６７３・青森県北津軽郡板柳町小幡・こはた

　　０３８-３６２１・青森県北津軽郡板柳町五林平・ごりんたい

　　０３８-３６８４・青森県北津軽郡板柳町三千石・さんぜんごく

　　０３８-３６２３・青森県北津軽郡板柳町常海橋・じようかいはﾞじ

　　０３８-３６３４・青森県北津軽郡板柳町高増・たかます

　　０３８-３６２４・青森県北津軽郡板柳町滝井・たきい

　　０３８-３６２５・青森県北津軽郡板柳町舘野越・たてのこじ

　　０３８-３６４５・青森県北津軽郡板柳町辻・つじ

　　０３８-３６４３・青森県北津軽郡板柳町長野・ながの

　　０３８-３６８１・青森県北津軽郡板柳町野中・のなか

　　０３８-３６７２・青森県北津軽郡板柳町灰沼・はいぬま

　　０３８-３６４１・青森県北津軽郡板柳町深味・ふかみ

　　０３８-３６６１・青森県北津軽郡板柳町福野田・ふくのだ

　　０３８-３６３１・青森県北津軽郡板柳町牡丹森・ほﾞたんもり

　　０３８-３６２２・青森県北津軽郡板柳町夕顔関・ゆうがおぜき

　　０３８-３６４４・青森県北津軽郡板柳町横沢・よこさわ

　　０３８-３５００・青森県北津軽郡鶴田町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０３８-３５０１・青森県北津軽郡鶴田町大巻・おおまき

　　０３８-３５１３・青森県北津軽郡鶴田町沖・おき

　　０３８-３５４１・青森県北津軽郡鶴田町尾原・おはら

　　０３８-３５３１・青森県北津軽郡鶴田町木筒・きつﾞつ

　　０３８-３５２３・青森県北津軽郡鶴田町胡桃舘・くるみだて

　　０３８-３５０２・青森県北津軽郡鶴田町強巻・こわまき

　　０３８-３５２４・青森県北津軽郡鶴田町境・さかい

　　０３８-３５２１・青森県北津軽郡鶴田町菖蒲川・しようぶかわ

　　０３８-３５１２・青森県北津軽郡鶴田町瀬良沢・せらざわ



　　０３８-３５２５・青森県北津軽郡鶴田町大性・だいしよう

　　０３８-３５０３・青森県北津軽郡鶴田町鶴田・つるた

　　０３８-３５２２・青森県北津軽郡鶴田町鶴泊・つるどまり

　　０３８-３５１４・青森県北津軽郡鶴田町中野・なかの

　　０３８-３５３２・青森県北津軽郡鶴田町野木・のぎ

　　０３８-３５４２・青森県北津軽郡鶴田町廻堰・まわりぜき

　　０３８-３５４３・青森県北津軽郡鶴田町妙堂崎・みようどうざき

　　０３８-３５１５・青森県北津軽郡鶴田町山道・やまみち

　　０３８-３５１１・青森県北津軽郡鶴田町横萢・よこやち

　　０３７-０３００・青森県北津軽郡中泊町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０３７-０３１６・青森県北津軽郡中泊町芦野・あしの

　　０３７-０３０１・青森県北津軽郡中泊町今泉・いまいずみ

　　０３７-０３０２・青森県北津軽郡中泊町薄市・うすいち

　　０３７-０３１１・青森県北津軽郡中泊町大沢内・おおさわない

　　０３７-０３０４・青森県北津軽郡中泊町尾別・おつへﾟつ

　　０３７-０５１２・青森県北津軽郡中泊町小泊朝間・こどまりあさま

　　０３７-０５２３・青森県北津軽郡中泊町小泊稲荷・こどまりいなり

　　０３７-０５４１・青森県北津軽郡中泊町小泊嗽沢・こどまりうがいさわ

　　０３７-０５３４・青森県北津軽郡中泊町小泊漆流・こどまりうるしながれ

　　０３７-０５４２・青森県北津軽郡中泊町小泊大山長根・こどまりおおやまながね

　　０３７-０５３５・青森県北津軽郡中泊町小泊尾崎道・こどまりおさきみち

　　０３７-０５２１・青森県北津軽郡中泊町小泊折戸・こどまりおりと

　　０３７-０５２２・青森県北津軽郡中泊町小泊小泊・こどまりこどまり

　　０３７-０５２５・青森県北津軽郡中泊町小泊鮫貝・こどまりさめがい

　　０３７-０５３８・青森県北津軽郡中泊町小泊下前・こどまりしたまえ

　　０３７-０５３３・青森県北津軽郡中泊町小泊白倉・こどまりしろくら

　　０３７-０５１１・青森県北津軽郡中泊町小泊砂山・こどまりすなやま

　　０３７-０５３１・青森県北津軽郡中泊町小泊長坂・こどまりながさか

　　０３７-０５３６・青森県北津軽郡中泊町小泊中間・こどまりなかま

　　０３７-０５３２・青森県北津軽郡中泊町小泊梨子木平・こどまりなしきたいら

　　０３７-０５１４・青森県北津軽郡中泊町小泊浜野・こどまりはまの

　　０３７-０５３７・青森県北津軽郡中泊町小泊渕岩・こどまりふちいわ

　　０３７-０５４３・青森県北津軽郡中泊町小泊坊主沢・こどまりほﾞうずさわ

　　０３０-１７０１・青森県北津軽郡中泊町小泊袰内・こどまりほろない

　　０３７-０５２４・青森県北津軽郡中泊町小泊水澗・こどまりみずのま

　　０３７-０５１３・青森県北津軽郡中泊町小泊割長根・こどまりわりながね

　　０３７-０３０３・青森県北津軽郡中泊町高根・たかね

　　０３７-０３１８・青森県北津軽郡中泊町田茂木・たもぎ

　　０３７-０３１３・青森県北津軽郡中泊町富野・とみの

　　０３７-０３１５・青森県北津軽郡中泊町豊岡・とよおか

　　０３７-０３１２・青森県北津軽郡中泊町豊島・とよしま

　　０３７-０３０５・青森県北津軽郡中泊町中里・なかさと

　　０３７-０３１７・青森県北津軽郡中泊町長泥・ながどろ

　　０３７-０３０９・青森県北津軽郡中泊町八幡・はちまん

　　０３７-０３１４・青森県北津軽郡中泊町福浦・ふくうら

　　０３７-０３０８・青森県北津軽郡中泊町深郷田・ふこうだ

　　０３７-０３０６・青森県北津軽郡中泊町宮川・みやかわ

　　０３７-０３０７・青森県北津軽郡中泊町宮野沢・みやのさわ

　　０３９-３１００・青森県上北郡野辺地町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０３９-３１１６・青森県上北郡野辺地町赤坂・あかさか

　　０３９-３１０８・青森県上北郡野辺地町有戸・ありと

　　０３９-３１０５・青森県上北郡野辺地町有戸鳥井平・ありととりいたい

　　０３９-３１７８・青森県上北郡野辺地町家ノ上・いえのうえ

　　０３９-３１１１・青森県上北郡野辺地町石神裏・いしがみうら

　　０３９-３１４４・青森県上北郡野辺地町一ノ渡・いちのわたり

　　０３９-３１７４・青森県上北郡野辺地町大平下・おおだいした

　　０３９-３１０４・青森県上北郡野辺地町大月平・おおつきたい

　　０３９-３１０７・青森県上北郡野辺地町小沢平・おざわだい

　　０３９-３１０６・青森県上北郡野辺地町蟹田・かにた

　　０３９-３１７４・青森県上北郡野辺地町上河渡頭・かみかどがしら

　　０３９-３１２７・青森県上北郡野辺地町上川原・かみかわら

　　０３９-３１５４・青森県上北郡野辺地町上小中野・かみこなかの

　　０３９-３１２８・青森県上北郡野辺地町上前田・かみまえだ

　　０３９-３１７１・青森県上北郡野辺地町上御手洗瀬・かみみたらせ

　　０３９-３１４３・青森県上北郡野辺地町川目・かわめ

　　０３９-３１５８・青森県上北郡野辺地町観音林後・かんのんはﾞやしうしろ

　　０３９-３１６５・青森県上北郡野辺地町観音林前田・かんのんはﾞやしまえだ

　　０３９-３１５９・青森県上北郡野辺地町観音林脇・かんのんはﾞやしわき

　　０３９-３１０５・青森県上北郡野辺地町木明・きみよう

　　０３９-３１５５・青森県上北郡野辺地町切明・きりあけ



　　０３９-３１４２・青森県上北郡野辺地町久田・くんでん

　　０３９-３１６２・青森県上北郡野辺地町笹館・ささだて

　　０３９-３１５７・青森県上北郡野辺地町獅子沢・ししざわ

　　０３９-３１０８・青森県上北郡野辺地町下道・したみち

　　０３９-３１７７・青森県上北郡野辺地町柴崎・しはﾞさき

　　０３９-３１７４・青森県上北郡野辺地町下河渡頭・しもかどがしら

　　０３９-３１５２・青森県上北郡野辺地町下小中野・しもこなかの

　　０３９-３１１７・青森県上北郡野辺地町下坂・しもさか

　　０３９-３１２６・青森県上北郡野辺地町下前田・しもまえだ

　　０３９-３１４６・青森県上北郡野辺地町下松ノ木平・しもまつのきたい

　　０３９-３１７１・青森県上北郡野辺地町下御手洗瀬・しもみたらせ

　　０３９-３１４７・青森県上北郡野辺地町下与田川・しもよたがわ

　　０３９-３１２４・青森県上北郡野辺地町白岩・しらいわ

　　０３９-３１５１・青森県上北郡野辺地町白岩向・しらいわむかい

　　０３９-３１２９・青森県上北郡野辺地町新田・しんでん

　　０３９-３１６３・青森県上北郡野辺地町新町裏・しんまちうら

　　０３９-３１７５・青森県上北郡野辺地町地続山・じつつﾞきやま

　　０３９-３１７３・青森県上北郡野辺地町陣場川原・じんはﾞがわら

　　０３９-３１１４・青森県上北郡野辺地町助佐小路・すけさこうじ

　　０３９-３１２２・青森県上北郡野辺地町雑吉沢・ぞうよしざわ

　　０３９-３１７１・青森県上北郡野辺地町滝田・たきた

　　０３９-３１０３・青森県上北郡野辺地町田名部道・たなぶみち

　　０３９-３１２３・青森県上北郡野辺地町種川・たねかわ

　　０３９-３１１３・青森県上北郡野辺地町田狭沢・たはﾞさみざわ

　　０３９-３１７４・青森県上北郡野辺地町田端・たはﾞた

　　０３９-３１１５・青森県上北郡野辺地町タラノ木・たらのき

　　０３９-３１７１・青森県上北郡野辺地町槻ノ木・つきのき

　　０３９-３１１８・青森県上北郡野辺地町寺ノ沢・てらのさわ

　　０３９-３１２９・青森県上北郡野辺地町戸田ノ沢・とだのさわ

　　０３９-３１７２・青森県上北郡野辺地町鳥井平・とりいたい

　　０３９-３１５３・青森県上北郡野辺地町中小中野・なかこなかの

　　０３９-３１０８・青森県上北郡野辺地町中田・なかた

　　０３９-３１１２・青森県上北郡野辺地町中道・なかみち

　　０３９-３１４３・青森県上北郡野辺地町中屋敷・なかやしき

　　０３９-３１７６・青森県上北郡野辺地町中渡・なかわたり

　　０３９-３１４１・青森県上北郡野辺地町鳴沢・なるさわ

　　０３９-３１７１・青森県上北郡野辺地町二本木・にほんき

　　０３９-３１６７・青森県上北郡野辺地町二本木向・にほんきむかい

　　０３９-３１６６・青森県上北郡野辺地町二本木向前田・にほんきむかいまえだ

　　０３９-３１３１・青森県上北郡野辺地町野辺地・のへじ

　　０３９-３１７１・青森県上北郡野辺地町二十平・はたちたい

　　０３９-３１７７・青森県上北郡野辺地町八ノ木谷地・はのきやち

　　０３９-３１０１・青森県上北郡野辺地町浜掛・はまかけ

　　０３９-３１０５・青森県上北郡野辺地町東太田沢・ひがしおおたさわ

　　０３９-３１０５・青森県上北郡野辺地町干草橋・ひくさはﾞじ

　　０３９-３１２８・青森県上北郡野辺地町昼場・ひるはﾞ

　　０３９-３１５６・青森県上北郡野辺地町枇杷野・びわの

　　０３９-３１２１・青森県上北郡野辺地町船橋・ふなはﾞじ

　　０３９-３１０６・青森県上北郡野辺地町古明前・ふるみようまえ

　　０３９-３１２５・青森県上北郡野辺地町坊ノ塚・ほﾞうのつか

　　０３９-３１６４・青森県上北郡野辺地町前田・まえだ

　　０３９-３１６８・青森県上北郡野辺地町前平・まえひら

　　０３９-３１７９・青森県上北郡野辺地町馬門・まかど

　　０３９-３１６１・青森県上北郡野辺地町馬門道・まかどみち

　　０３９-３１５７・青森県上北郡野辺地町松ノ木・まつのき

　　０３９-３１４５・青森県上北郡野辺地町松ノ木平・まつのきたい

　　０３９-３１７１・青森県上北郡野辺地町御手洗瀬・みたらせ

　　０３９-３１０６・青森県上北郡野辺地町明前・みようまえ

　　０３９-３１０９・青森県上北郡野辺地町向田・むかいだ

　　０３９-３１２９・青森県上北郡野辺地町餅粟川原・もちあわかわら

　　０３９-３１７５・青森県上北郡野辺地町湯沢・ゆざわ

　　０３９-３１７５・青森県上北郡野辺地町湯沢尻・ゆざわじり

　　０３９-３１４８・青森県上北郡野辺地町与田川尻・よたがわじり

　　０３９-３１０２・青森県上北郡野辺地町米内沢・よないさわ

　　０３９-２５００・青森県上北郡七戸町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０３９-２５０１・青森県上北郡七戸町荒熊内・あらくまない

　　０３９-２５３４・青森県上北郡七戸町荒屋・あらや

　　０３９-２５４３・青森県上北郡七戸町有田沢・ありたさわ

　　０３９-２８１６・青森県上北郡七戸町家ノ裏・いえのうら

　　０３９-２８２５・青森県上北郡七戸町家ノ上・いえのかみ



　　０３９-２８２４・青森県上北郡七戸町家ノ下・いえのした

　　０３９-２８３３・青森県上北郡七戸町家ノ前・いえのまえ

　　０３９-２８６５・青森県上北郡七戸町市ノ渡・いちのわたり

　　０３９-２５６１・青森県上北郡七戸町銀南木・いちようのき

　　０３９-２７４１・青森県上北郡七戸町猪ノ鼻・いのはな

　　０３９-２５８５・青森県上北郡七戸町上ノ山・うえのやま

　　０３９-２５８７・青森県上北郡七戸町上屋田・うえやだ

　　０３９-２５８４・青森県上北郡七戸町後川原・うしろかわら

　　０３９-２７３１・青森県上北郡七戸町後平・うしろたいら

　　０３９-２５７４・青森県上北郡七戸町宇道坂・うどうざか

　　０３９-２７７１・青森県上北郡七戸町姥沢・うはﾞさわ

　　０３９-２５８６・青森県上北郡七戸町海内・うみない

　　０３９-２５２６・青森県上北郡七戸町上町野・うわまちの

　　０３９-２５０７・青森県上北郡七戸町えぞ花・えぞはﾞな

　　０３９-２７５６・青森県上北郡七戸町榎林家ノ後・えのきはﾞやしいえのうしろ

　　０３９-２７５５・青森県上北郡七戸町榎林家ノ前・えのきはﾞやしいえのまえ

　　０３９-２７７９・青森県上北郡七戸町榎林古屋敷・えのきはﾞやしふるやしき

　　０３９-２７４５・青森県上北郡七戸町夷堂・えびすどう

　　０３９-２５０８・青森県上北郡七戸町大池・おおいけ

　　０３９-２５０２・青森県上北郡七戸町大沢・おおさわ

　　０３９-２５３１・青森県上北郡七戸町太田・おおた

　　０３９-２８２１・青森県上北郡七戸町大平・おおだいら

　　０３９-２５１４・青森県上北郡七戸町太田野・おおたの

　　０３９-２５３２・青森県上北郡七戸町大林・おおはﾞやじ

　　０３９-２７１５・青森県上北郡七戸町尾山頭・おやまがしら

　　０３９-２７５１・青森県上北郡七戸町貝塚家ノ前・かいつﾞかいえのまえ

　　０３９-２５７８・青森県上北郡七戸町貝ノ口・かいのくち

　　０３９-２５２３・青森県上北郡七戸町影津内・かげつない

　　０３９-２５７７・青森県上北郡七戸町鍛治林・かじはﾞやじ

　　０３９-２８３１・青森県上北郡七戸町金沢平・かなざわたいら

　　０３９-２７２５・青森県上北郡七戸町上川原・かみかわら

　　０３９-２７１４・青森県上北郡七戸町上志多・かみしだ

　　０３９-２７２４・青森県上北郡七戸町上平・かみたいら

　　０３９-２５３３・青森県上北郡七戸町川去・かわさり

　　０３９-２７１２・青森県上北郡七戸町北天間舘・きたてんまだて

　　０３９-２５６２・青森県上北郡七戸町倉岡・くらおか

　　０３９-２５２２・青森県上北郡七戸町倉越・くらこじ

　　０３９-２８６６・青森県上北郡七戸町栗ノ木沢・くりのきさわ

　　０３９-２８７７・青森県上北郡七戸町五庵ノ下・ごあんのした

　　０３９-２８１２・青森県上北郡七戸町小田下・こだした

　　０３９-２８１３・青森県上北郡七戸町小田平・こだたい

　　０３９-２８２２・青森県上北郡七戸町小又・こまた

　　０３９-２８５６・青森県上北郡七戸町古和備・こわそなえ

　　０３９-２５３７・青森県上北郡七戸町賽ノ神・さいのかみ

　　０３９-２７５３・青森県上北郡七戸町竿打川原・さおうちかわら

　　０３９-２７７８・青森県上北郡七戸町坂ノ外・さかのそと

　　０３９-２５７５・青森県上北郡七戸町作田・さくた

　　０３９-２８４５・青森県上北郡七戸町作田道・さくたみち

　　０３９-２５７６・青森県上北郡七戸町桜田・さくらだ

　　０３９-２５６８・青森県上北郡七戸町左組・さぐみ

　　０３９-２８５２・青森県上北郡七戸町さそう・さそう

　　０３９-２８５３・青森県上北郡七戸町さそう平・さそうたい

　　０３９-２８７５・青森県上北郡七戸町淋代・さびしろ

　　０３９-２５１２・青森県上北郡七戸町笊田・ざるた

　　０３９-２５１１・青森県上北郡七戸町笊田川久保・ざるたかわくほﾞ

　　０３９-２７５４・青森県上北郡七戸町地蔵堂・じぞうどう

　　０３９-２８７２・青森県上北郡七戸町下タ川原・したかわら

　　０３９-２５２５・青森県上北郡七戸町七戸・しちのへ

　　０３９-２７７４・青森県上北郡七戸町柴舘道ノ下・しはﾞだてみちのしも

　　０３９-２５４６・青森県上北郡七戸町清水頭・しみずかしら

　　０３９-２７２１・青森県上北郡七戸町志茂川原・しもかわら

　　０３９-２８６４・青森県上北郡七戸町下モ川原・しもかわら

　　０３９-２７２３・青森県上北郡七戸町下志多・しもした

　　０３９-２７７２・青森県上北郡七戸町下田坪・しもたつほﾞ

　　０３９-２８４１・青森県上北郡七戸町下鳥谷部・しもとりやべ

　　０３９-２５４９・青森県上北郡七戸町下見町・しもみるまち

　　０３９-２８７１・青森県上北郡七戸町白石・しろいじ

　　０３９-２５７２・青森県上北郡七戸町城ノ後・しろのあと

　　０３９-２５６５・青森県上北郡七戸町治部袋・じんはﾞ

　　０３９-２７２６・青森県上北郡七戸町李川原・すももかわら



　　０３９-２７７７・青森県上北郡七戸町李沢家ノ後・すももざわいえのうしろ

　　０３９-２７７６・青森県上北郡七戸町李沢家ノ前・すももざわいえのまえ

　　０３９-２７７５・青森県上北郡七戸町李沢道ノ下・すももざわみちのしも

　　０３９-２５５７・青森県上北郡七戸町西野・せいの

　　０３９-２８７６・青森県上北郡七戸町堰代・せきしろ

　　０３９-２８５１・青森県上北郡七戸町堰根・せきね

　　０３９-２５１５・青森県上北郡七戸町蒼前・そうぜん

　　０３９-２８５５・青森県上北郡七戸町底田・そこた

　　０３９-２７３２・青森県上北郡七戸町卒古沢・そつこざわ

　　０３９-２７５７・青森県上北郡七戸町卒古沢南平・そつこざわみなみたい

　　０３９-２８５４・青森県上北郡七戸町高井名・たかいな

　　０３９-２５５８・青森県上北郡七戸町高屋敷・たかやしき

　　０３９-２５１６・青森県上北郡七戸町舘野・たての

　　０３９-２５０５・青森県上北郡七戸町立野頭・たてのがしら

　　０３９-２８２３・青森県上北郡七戸町館ノ下・だてのした

　　０３９-２７４４・青森県上北郡七戸町塚長根・つかながね

　　０３９-２７４７・青森県上北郡七戸町附田家ノ前・つくたいえのまえ

　　０３９-２７４６・青森県上北郡七戸町附田川目・つくたかわめ

　　０３９-２８７４・青森県上北郡七戸町坪川原・つほﾞかわら

　　０３９-２５５２・青森県上北郡七戸町鶴打田・つるうちた

　　０３９-２５６７・青森県上北郡七戸町鶴児平・つるのこたい

　　０３９-２８４４・青森県上北郡七戸町手代森・てしろもり

　　０３９-２５２４・青森県上北郡七戸町寺裏・てらうら

　　０３９-２７４３・青森県上北郡七戸町寺沢前・てらさわまえ

　　０３９-２５３８・青森県上北郡七戸町寺下・てらした

　　０３９-２５１８・青森県上北郡七戸町天神林・てんじんはﾞやじ

　　０３９-２５２１・青森県上北郡七戸町天王・てんのう

　　０３９-２８１１・青森県上北郡七戸町天間舘荒谷・てんまだてあらや

　　０３９-２８６１・青森県上北郡七戸町天間舘大沢・てんまだておおさわ

　　０３９-２８７３・青森県上北郡七戸町天間舘寒水・てんまだてかんすい

　　０３９-２８５７・青森県上北郡七戸町天間舘倉越・てんまだてくらこじ

　　０３９-２７３３・青森県上北郡七戸町天間舘前川原・てんまだてまえかわら

　　０３９-２８６３・青森県上北郡七戸町十枝内・としない

　　０３９-２５７９・青森県上北郡七戸町十役野・とやくの

　　０３９-２５０３・青森県上北郡七戸町豊間内・とよまない

　　０３９-２８４６・青森県上北郡七戸町鳥谷部・とりやべ

　　０３９-２５５４・青森県上北郡七戸町中岫・なかぐき

　　０３９-２７８２・青森県上北郡七戸町中岫太田嶋・なかぐきおおたしま

　　０３９-２７８４・青森県上北郡七戸町中岫長沢下・なかぐきながさわしも

　　０３９-２７８３・青森県上北郡七戸町中岫番屋・なかぐきはﾞんや

　　０３９-２７８６・青森県上北郡七戸町中岫東道添・なかぐきひがしみちぞえ

　　０３９-２７８５・青森県上北郡七戸町中岫村ノ上・なかぐきむらのかみ

　　０３９-２７１１・青森県上北郡七戸町中天間舘・なかてんまだて

　　０３９-２８４２・青森県上北郡七戸町中鳥谷・なかとりや

　　０３９-２８２６・青森県上北郡七戸町中野・なかの

　　０３９-２５３９・青森県上北郡七戸町中村・なかむら

　　０３９-２８６２・青森県上北郡七戸町夏間木・なつまぎ

　　０３９-２５１７・青森県上北郡七戸町夏焼・なつやき

　　０３９-２５８２・青森県上北郡七戸町西上川原・にしかみかわら

　　０３９-２５５６・青森県上北郡七戸町西槻木・にしつきのき

　　０３９-２５３５・青森県上北郡七戸町沼ノ沢・ぬまのさわ

　　０３９-２５３６・青森県上北郡七戸町野佐掛・のさかけ

　　０３９-２８０１・青森県上北郡七戸町野崎・のざき

　　０３９-２８０４・青森県上北郡七戸町野崎狐久保・のざききつねくほﾞ

　　０３９-２８０２・青森県上北郡七戸町野崎前平・のざきまえひら

　　０３９-２８０３・青森県上北郡七戸町野崎森ノ下・のざきもりのしも

　　０３９-２５７３・青森県上北郡七戸町野続・のつつﾞき

　　０３９-２５４２・青森県上北郡七戸町萩ノ沢・はぎのさわ

　　０３９-２８４３・青森県上北郡七戸町橋ノ上・はしのかみ

　　０３９-２７５２・青森県上北郡七戸町鉢森平・はちもりたい

　　０３９-２５４４・青森県上北郡七戸町八栗平・はつくりたい

　　０３９-２５５３・青森県上北郡七戸町八尺堂・はつしやくどう

　　０３９-２５６６・青森県上北郡七戸町放森・はなつもり

　　０３９-２７８１・青森県上北郡七戸町花松林ノ根・はなまつはやしのね

　　０３９-２８０５・青森県上北郡七戸町原久保・はらくほﾞ

　　０３９-２５８１・青森県上北郡七戸町東上川原・ひがしかみかわら

　　０３９-２５１３・青森県上北郡七戸町東槻木・ひがしつきのき

　　０３９-２７１３・青森県上北郡七戸町東天間舘・ひがしてんまだて

　　０３９-２５０６・青森県上北郡七戸町膝森・ひざもり

　　０３９-２５０４・青森県上北郡七戸町寒水・ひやみず



　　０３９-２７６１・青森県上北郡七戸町二ツ森家ノ後・ふたつもりいえのうしろ

　　０３９-２７６３・青森県上北郡七戸町二ツ森家ノ表・ふたつもりいえのおもて

　　０３９-２７６２・青森県上北郡七戸町二ツ森家ノ下・ふたつもりいえのした

　　０３９-２７４２・青森県上北郡七戸町舟場向川久保・ふなはﾞむかいがわくほﾞ

　　０３９-２５６４・青森県上北郡七戸町古屋敷・ふるやしき

　　０３９-２５４５・青森県上北郡七戸町別曽・べつそう

　　０３９-２５７１・青森県上北郡七戸町蛇坂・へびさか

　　０３９-２７１６・青森県上北郡七戸町菩提木・ほﾞだいぎ

　　０３９-２５８３・青森県上北郡七戸町前川原・まえかわら

　　０３９-２７７３・青森県上北郡七戸町前左野・まえさの

　　０３９-２５５５・青森県上北郡七戸町前田・まえだ

　　０３９-２５６９・青森県上北郡七戸町馬門川原・まかどがわら

　　０３９-２５２７・青森県上北郡七戸町町・まち

　　０３９-２８３５・青森県上北郡七戸町松ケ沢・まつがさわ

　　０３９-２８３２・青森県上北郡七戸町道ノ上・みちのかみ

　　０３９-２８１４・青森県上北郡七戸町道ノ下・みちのしも

　　０３９-２７４８・青森県上北郡七戸町南舘向・みなみだてむかい

　　０３９-２５４１・青森県上北郡七戸町都平・みやこたい

　　０３９-２５４８・青森県上北郡七戸町見町・みるまち

　　０３９-２７２２・青森県上北郡七戸町向川原・むかいかわら

　　０３９-２５６３・青森県上北郡七戸町向平・むかいたい

　　０３９-２８３４・青森県上北郡七戸町向中野川向・むかいなかのかわむかい

　　０３９-２８２８・青森県上北郡七戸町森ケ沢・もりがさわ

　　０３９-２８２７・青森県上北郡七戸町森ノ上・もりのかみ

　　０３９-２８１５・青森県上北郡七戸町森ノ下・もりのしも

　　０３９-２５５１・青森県上北郡七戸町薬師平・やくしたい

　　０３９-２５４７・青森県上北郡七戸町矢倉・やぐら

　　０３９-２７１７・青森県上北郡七戸町柳平・やなぎたいら

　　０３９-２５５９・青森県上北郡七戸町山屋・やまや

　　０３９-２５８９・青森県上北郡七戸町和田・わだ

　　０３９-２５８８・青森県上北郡七戸町和田下・わだしも

　　０３９-２３００・青森県上北郡六戸町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０３３-００７１・青森県上北郡六戸町犬落瀬（内金矢、・いぬおとせ(うちかなや､

　　０３３-００７１・青森県上北郡六戸町犬落瀬（内山、・いぬおとせ(うちやま､

　　０３３-００７１・青森県上北郡六戸町犬落瀬（岡沼、・いぬおとせ(おかぬま､

　　０３３-００７１・青森県上北郡六戸町犬落瀬（金沢、・いぬおとせ(かなざわ､

　　０３３-００７１・青森県上北郡六戸町犬落瀬（金矢、・いぬおとせ(かなや､

　　０３３-００７１・青森県上北郡六戸町犬落瀬（上淋代・いぬおとせ(かみさびしろ､

　　０３３-００７１・青森県上北郡六戸町犬落瀬（木越・いぬおとせ(きこし､､

　　０３３-００７１・青森県上北郡六戸町犬落瀬（権現沢、・いぬおとせ(

　　０３３-００７１・青森県上北郡六戸町犬落瀬（四木、・しき､

　　０３３-００７１・青森県上北郡六戸町犬落瀬（七百・しちひやく

　　０３３-００７１・青森県上北郡六戸町犬落瀬（下久保「１７４を除く」・しもくほﾞ<１７４ｦのぞく>

､

　　０３３-００７１・青森県上北郡六戸町犬落瀬（下淋代・しもさびしろ

　　０３３-００７１・青森県上北郡六戸町犬落瀬（高森、・たかもり､

　　０３３-００７１・青森県上北郡六戸町犬落瀬（通目木、・つﾞめき､

　　０３３-００７１・青森県上北郡六戸町犬落瀬（坪毛沢「２５、・つほﾞけざわ<２

　　０３３-００７１・青森県上北郡六戸町犬落瀬（６３７

　　０３３-００７１・青森県上北郡六戸町犬落瀬（６４１・

　　０３３-００７１・青森県上北郡六戸町犬落瀬（６４３・､なかやしき､ぬまくほﾞ､ねこはし､ほりきり

　　０３３-００７１・青森県上北郡六戸町犬落瀬（６４７を除く」・６４７ｦのぞく>､

　　０３３-００７１・青森県上北郡六戸町犬落瀬（中屋敷・なかやしき

　　０３３-００７１・青森県上北郡六戸町犬落瀬（沼久保・なかやしき

　　０３３-００７１・青森県上北郡六戸町犬落瀬（根古橋・､ねこはし

　　０３３-００７１・青森県上北郡六戸町犬落瀬（堀切・ほりきり

　　０３３-００７１・青森県上北郡六戸町犬落瀬（沢）・さわ)

　　０３３-００７１・青森県上北郡六戸町犬落瀬（南平）・みなみたい)

　　０３３-００７１・青森県上北郡六戸町犬落瀬（柳沢）・やなぎさわ)

　　０３３-００７１・青森県上北郡六戸町犬落瀬（大曲）・おおまがり)

　　０３９-２３７１・青森県上北郡六戸町犬落瀬（その他）・いぬおとせ(そのた)

　　０３３-００７２・青森県上北郡六戸町折茂（今熊「２１３～２３４・おりも(いまくま

　　０３３-００７２・青森県上北郡六戸町折茂（今熊「２４０・おりも(いまくま

　　０３３-００７２・青森県上北郡六戸町折茂（今熊「２４７・おりも(いまくま

　　０３３-００７２・青森県上北郡六戸町折茂（今熊「２６２・おりも(いまくま

　　０３３-００７２・青森県上北郡六戸町折茂（今熊「２６６・おりも(いまくま

　　０３３-００７２・青森県上北郡六戸町折茂（今熊「２７５・おりも(いまくま

　　０３３-００７２・青森県上北郡六戸町折茂（今熊「２７７・おりも(いまくま

　　０３３-００７２・青森県上北郡六戸町折茂（今熊「２８０・おりも(いまくま

　　０３３-００７２・青森県上北郡六戸町折茂（今熊「２９５・おりも(いまくま



　　０３３-００７２・青森県上北郡六戸町折茂（今熊「１１９９・おりも(いまくま

　　０３３-００７２・青森県上北郡六戸町折茂（今熊「１２０６・おりも(いまくま

　　０３３-００７２・青森県上北郡六戸町折茂（今熊「１５０４ｦのぞく>､

　　０３３-００７２・青森県上北郡六戸町折茂（今熊「１５０４を除く」、

　　０３３-００７２・青森県上北郡六戸町大原、(沖山「１－１３）・おきやま､)

　　０３３-００７２・青森県上北郡六戸町大原、(上折茂「７１－１９２を除く」）・(かみおりも)

　　０３９-２３７２・青森県上北郡六戸町折茂（その他）・おりも(そのた)

　　０３３-００７３・青森県上北郡六戸町金矢・かなや

　　０３９-２３１１・青森県上北郡六戸町上吉田・かみよした

　　０３９-２３１４・青森県上北郡六戸町小平・こだいら

　　０３３-００７４・青森県上北郡六戸町小松ケ丘・こまつがおか

　　０３９-２３１２・青森県上北郡六戸町下吉田・しもよした

　　０３９-２３１３・青森県上北郡六戸町鶴喰・つるはﾞみ

　　０３９-２３１５・青森県上北郡六戸町柳町・やなぎまち

　　０３９-４１００・青森県上北郡横浜町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０３９-４１０６・青森県上北郡横浜町有畑・ありはた

　　０３９-４１１３・青森県上北郡横浜町家ノ前川目・いえのまえかわめ

　　０３９-４１１５・青森県上北郡横浜町稲荷平・いなりたいら

　　０３９-４１１２・青森県上北郡横浜町夷ケ沢平・えぞがさわたいら

　　０３９-４１１１・青森県上北郡横浜町大畑・おおはた

　　０３９-４１３１・青森県上北郡横浜町椛名木・かはﾞなき

　　０３９-４１４２・青森県上北郡横浜町上イタヤノ木・かみいたやのき

　　０３９-４１２３・青森県上北郡横浜町茅平・かやたいら

　　０３９-４１２４・青森県上北郡横浜町川尻・かわじり

　　０３９-４１０３・青森県上北郡横浜町川太郎川目・かわたろうかわめ

　　０３９-４１３７・青森県上北郡横浜町下川原・しもがわら

　　０３９-４１０４・青森県上北郡横浜町下苗代川目・しもなわしろかわめ

　　０３９-４１３３・青森県上北郡横浜町舘の後・たてのうしろ

　　０３９-４１３２・青森県上北郡横浜町太郎須田・たろうすだ

　　０３９-４１３８・青森県上北郡横浜町塚名平・つかなたいら

　　０３９-４１４５・青森県上北郡横浜町寺下・てらした

　　０３９-４１５２・青森県上北郡横浜町百目木・どめき

　　０３９-４１５５・青森県上北郡横浜町豊栄平・とよさかたいら

　　０３９-４１２２・青森県上北郡横浜町鶏ケ唄・とりがうた

　　０３９-４１１６・青森県上北郡横浜町中畑・なかはた

　　０３９-４１０５・青森県上北郡横浜町苗代川目・なわしろかわめ

　　０３９-４１１７・青森県上北郡横浜町鶏沢・にわとりざわ

　　０３９-４１４４・青森県上北郡横浜町浜懸・はまがけ

　　０３９-４１０２・青森県上北郡横浜町浜田・はまだ

　　０３９-４１０１・青森県上北郡横浜町林尻・はやしじり

　　０３９-４１３５・青森県上北郡横浜町林の後・はやしのうしろ

　　０３９-４１３４・青森県上北郡横浜町林の脇・はやしのわき

　　０３９-４１２１・青森県上北郡横浜町桧木・ひのき

　　０３９-４１５６・青森県上北郡横浜町雲雀平・ひはﾞりたいら

　　０３９-４１５７・青森県上北郡横浜町二又・ふたまた

　　０３９-４１５３・青森県上北郡横浜町吹越・ふつこじ

　　０３９-４１１４・青森県上北郡横浜町大豆田・まめだ

　　０３９-４１４１・青森県上北郡横浜町三保野・みほの

　　０３９-４１５４・青森県上北郡横浜町明神平・みようじんたいら

　　０３９-４１５１・青森県上北郡横浜町向平・むかいたいら

　　０３９-４１４３・青森県上北郡横浜町屋敷形・やしきがた

　　０３９-４１３６・青森県上北郡横浜町横浜・よこはま

　　０３９-２６００・青森県上北郡東北町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０３９-２６５７・青森県上北郡東北町赤川道・あかがわみち

　　０３９-２６０４・青森県上北郡東北町空久保・あきくほﾞ

　　０３９-２４０６・青森県上北郡東北町旭北・あさひきた

　　０３９-２４０７・青森県上北郡東北町旭南・あさひみなみ

　　０３９-２６８５・青森県上北郡東北町家ノ下タ・いえのした

　　０３９-２６８１・青森県上北郡東北町家ノ前・いえのまえ

　　０３９-２６０２・青森県上北郡東北町五十嵐・いがらじ

　　０３９-２６８２・青森県上北郡東北町石坂・いしざか

　　０３９-２６８３・青森県上北郡東北町板橋山・いたはﾞしやま

　　０３９-２６２６・青森県上北郡東北町後久保・うしろくほﾞ

　　０３９-２６５５・青森県上北郡東北町内蛯沢道ノ上・うちえびさわみちのかみ

　　０３９-２６５６・青森県上北郡東北町内蛯沢向・うちえびさわむかい

　　０３９-２６８６・青森県上北郡東北町宇道坂・うどうさか

　　０３９-２６０７・青森県上北郡東北町姥沢・うはﾞさわ

　　０３９-２６７３・青森県上北郡東北町馬尻・うまじり

　　０３９-２４０１・青森県上北郡東北町上野・うわの

　　０３９-２６１２・青森県上北郡東北町狼ノ沢・おいのさわ



　　０３９-２４０２・青森県上北郡東北町大浦・おおうら

　　０３９-２６２３・青森県上北郡東北町大久保・おおくほﾞ

　　０３９-２６５１・青森県上北郡東北町大沢・おおさわ

　　０３９-２６８３・青森県上北郡東北町大平・おおだいら

　　０３９-２６８８・青森県上北郡東北町大撫沢・おおなでさわ

　　０３９-２６７３・青森県上北郡東北町大籏屋・おおはたや

　　０３９-２６３６・青森県上北郡東北町往来ノ上・おおらいのかみ

　　０３９-２６３４・青森県上北郡東北町往来ノ下・おおらいのしも

　　０３９-２６７１・青森県上北郡東北町小沢・おざわ

　　０３９-２６３５・青森県上北郡東北町乙越・おつこじ

　　０３９-２６６４・青森県上北郡東北町乙供・おつとも

　　０３９-２６６６・青森県上北郡東北町乙供山・おつともやま

　　０３９-２６４３・青森県上北郡東北町乙部道ノ上・おとべみちのかみ

　　０３９-２６４３・青森県上北郡東北町乙部道ノ下・おとべみちのしも

　　０３９-２６０１・青森県上北郡東北町ガス平・がすたい

　　０３９-２６０６・青森県上北郡東北町数牛・かそじ

　　０３９-２６８５・青森県上北郡東北町上板橋家ノ後・かみいたはﾞしいえのうしろ

　　０３９-２４０４・青森県上北郡東北町上北北・かみきたきた

　　０３９-２４０５・青森県上北郡東北町上北南・かみきたみなみ

　　０３９-２６２６・青森県上北郡東北町上久保・かみくほﾞ

　　０３９-２６６１・青森県上北郡東北町上笹橋・かみささはﾞじ

　　０３９-２６８７・青森県上北郡東北町上清水目・かみしみずめ

　　０３９-２６６８・青森県上北郡東北町北膳前・きたぜんまえ

　　０３９-２６７８・青森県上北郡東北町狐沢山・きつねさわやま

　　０３９-２６１６・青森県上北郡東北町切左坂道ノ上・きりさざかみちのかみ

　　０３９-２６１４・青森県上北郡東北町切左坂道ノ下・きりさざかみちのしも

　　０３９-２６７２・青森県上北郡東北町栗山添・くりやまぞい

　　０３９-２６４１・青森県上北郡東北町枋木・こほﾞのき

　　０３９-２６８６・青森県上北郡東北町塞ノ神・さいのかみ

　　０３９-２６７８・青森県上北郡東北町坂ノ下・さかのした

　　０３９-２６０５・青森県上北郡東北町淋代・さびしろ

　　０３９-２６２７・青森県上北郡東北町漆玉・しつたま

　　０３９-２６６８・青森県上北郡東北町篠内平・しのないたい

　　０３９-２６７６・青森県上北郡東北町下板橋・しもいたはﾞじ

　　０３９-２６６２・青森県上北郡東北町下笹橋・しもささはﾞじ

　　０３９-２６５３・青森県上北郡東北町下山・しもやま

　　０３９-２６３３・青森県上北郡東北町素柄邸・すがらやしき

　　０３９-２６６７・青森県上北郡東北町膳前・ぜんまえ

　　０３９-２６８６・青森県上北郡東北町添ノ沢・そえのさわ

　　０３９-２６４７・青森県上北郡東北町外蛯沢後久保・そとえびさわうしろくほﾞ

　　０３９-２６４８・青森県上北郡東北町外蛯沢北久保・そとえびさわきたくほﾞ

　　０３９-２６４６・青森県上北郡東北町外蛯沢西平・そとえびさわにしたい

　　０３９-２６４５・青森県上北郡東北町外蛯沢前平・そとえびさわまえたい

　　０３９-２６０５・青森県上北郡東北町高森・たかもり

　　０３９-２６３１・青森県上北郡東北町滝沢平・たきさわたいら

　　０３９-２６３５・青森県上北郡東北町舘・だて

　　０３９-２６２４・青森県上北郡東北町蓼内久保・たてないくほﾞ

　　０３９-２６６３・青森県上北郡東北町舘花・だてはな

　　０３９-２６２１・青森県上北郡東北町田ノ沢・たのさわ

　　０３９-２６７８・青森県上北郡東北町田面木・たもぎ

　　０３９-２６７５・青森県上北郡東北町千曳・ちびき

　　０３９-２６７４・青森県上北郡東北町千曳下山・ちびきしもやま

　　０３９-２６７８・青森県上北郡東北町長者久保・ちようじやくほﾞ

　　０３９-２６２６・青森県上北郡東北町堤尻・つつみじり

　　０３９-２６２３・青森県上北郡東北町鶴ケ崎・つるがさき

　　０３９-２６５４・青森県上北郡東北町塔ノ沢山・とうのさわやま

　　０３９-２６３５・青森県上北郡東北町鳥口平・とりぐちたい

　　０３９-２６１１・青森県上北郡東北町中村道ノ上・なかむらみちのかみ

　　０３９-２６１１・青森県上北郡東北町中村道ノ下・なかむらみちのしも

　　０３９-２６２５・青森県上北郡東北町長久保・ながくほﾞ

　　０３９-２４０３・青森県上北郡東北町新舘・にいだて

　　０３９-２６１２・青森県上北郡東北町沼添左ノ平・ぬまそえさのたいら

　　０３９-２６１３・青森県上北郡東北町子ノ鳥平・ねのとりたい

　　０３９-２６１３・青森県上北郡東北町野田頭・のだがしら

　　０３９-２６１３・青森県上北郡東北町野田頭山・のだがしらやま

　　０３９-２６１３・青森県上北郡東北町野田尻・のだじり

　　０３９-２６２２・青森県上北郡東北町浜家苫・はまけとはﾞ

　　０３９-２６１２・青森県上北郡東北町浜台・はまだい

　　０３９-２６８７・青森県上北郡東北町林ノ下・はやしのした

　　０３９-２６３２・青森県上北郡東北町日影林ノ上山・ひかげはやしのかみやま



　　０３９-２６４２・青森県上北郡東北町寒水・ひやみず

　　０３９-２６４２・青森県上北郡東北町寒水下・ひやみずしも

　　０３９-２６４２・青森県上北郡東北町寒水山・ひやみずやま

　　０３９-２６７４・青森県上北郡東北町夫雑原・ぶぞうはら

　　０３９-２６７７・青森県上北郡東北町夫雑原下山・ぶぞうはらしもやま

　　０３９-２６２２・青森県上北郡東北町船ケ沢・ふねがさわ

　　０３９-２６２４・青森県上北郡東北町古屋敷・ふるやしき

　　０３９-２６１５・青森県上北郡東北町細津・ほそつ

　　０３９-２６０２・青森県上北郡東北町細津橋ノ上・ほそつはしのかみ

　　０３９-２６５２・青森県上北郡東北町ほとけ沢・ほとけさわ

　　０３９-２６４４・青森県上北郡東北町保戸沢家ノ上・ほどさわいえのかみ

　　０３９-２６４４・青森県上北郡東北町保戸沢家ノ前・ほどさわいえのまえ

　　０３９-２６４４・青森県上北郡東北町保戸沢家ノ後・ほどさわいえのうしろ

　　０３９-２６０４・青森県上北郡東北町饅頭長根・まんじゆうながね

　　０３９-２６０４・青森県上北郡東北町水流・みずながれ

　　０３９-２６１７・青森県上北郡東北町水喰・みずはみ

　　０３９-２６１７・青森県上北郡東北町水喰向・みずはみむかい

　　０３９-２６２４・青森県上北郡東北町道ノ北・みちのきた

　　０３９-２６８４・青森県上北郡東北町向平・むかいたい

　　０３９-２６７２・青森県上北郡東北町向籏屋・むかいはたや

　　０３９-２６７３・青森県上北郡東北町向屋敷・むかいやしき

　　０３９-２６１５・青森県上北郡東北町萌出道ノ上・もだしみちのかみ

　　０３９-２６１５・青森県上北郡東北町萌出道ノ下・もだしみちのしも

　　０３９-２６０６・青森県上北郡東北町谷地頭・やじがしら

　　０３９-２６６５・青森県上北郡東北町柳沢・やなぎざわ

　　０３９-２６８１・青森県上北郡東北町山添・やまぞい

　　０３９-２６７３・青森県上北郡東北町山ノ下・やまのした

　　０３９-２６８２・青森県上北郡東北町湯沢・ゆざわ

　　０３９-２６０４・青森県上北郡東北町横沢・よこさわ

　　０３９-２６０４・青森県上北郡東北町横沢頭・よこさわがしら

　　０３９-２６０３・青森県上北郡東北町横沢山・よこさわやま

　　０３９-２６２３・青森県上北郡東北町横志多・よこしだ

　　０３９-２６３３・青森県上北郡東北町和山平・わやまたいら

　　０３９-３２００・青森県上北郡六ヶ所村・・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０３９-３２１２・青森県上北郡六ヶ所村尾駮・ おぶち

　　０３９-３２１５・青森県上北郡六ヶ所村倉内・ くらうち

　　０３９-３２１３・青森県上北郡六ヶ所村鷹架・ たかほこ

　　０３９-３２１１・青森県上北郡六ヶ所村出戸・ でと

　　０３９-４３０１・青森県上北郡六ヶ所村泊・ とまり

　　０３９-３２１４・青森県上北郡六ヶ所村平沼・ ひらぬま

　　０３９-２２００・青森県上北郡おいらせ町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０３９-２１８９・青森県上北郡おいらせ町青葉・あおはﾞ

　　０３９-２１４７・青森県上北郡おいらせ町赤田前・あかだまえ

　　０３９-２１１６・青森県上北郡おいらせ町秋堂・あきどう

　　０３９-２１４１・青森県上北郡おいらせ町明土・あけど

　　０３９-２１６５・青森県上北郡おいらせ町阿光坊・あこうほﾞう

　　０３９-２１７２・青森県上北郡おいらせ町洗平・あらいだい

　　０３９-２１１３・青森県上北郡おいらせ町犬毛谷地・いぬけやち

　　０３９-２２１７・青森県上北郡おいらせ町牛込平・うしごめたい

　　０３９-２２１６・青森県上北郡おいらせ町後田・うしろだ

　　０３９-２１８２・青森県上北郡おいらせ町鶉久保・うずらくほﾞ

　　０３９-２１８３・青森県上北郡おいらせ町鶉久保山・うずらくほﾞやま

　　０３９-２２５３・青森県上北郡おいらせ町獺野・うその

　　０３９-２２２５・青森県上北郡おいらせ町上明堂・かみあけどう

　　０３９-２１３３・青森県上北郡おいらせ町上川原・かみかわら

　　０３９-２１８５・青森県上北郡おいらせ町上久保・かみくほﾞ

　　０３９-２２２１・青森県上北郡おいらせ町上前田・かみまえだ

　　０３９-２１４５・青森県上北郡おいらせ町上谷地・かみやち

　　０３９-２１１７・青森県上北郡おいらせ町川端・かわはﾞた

　　０３９-２１２７・青森県上北郡おいらせ町木崎・きざき

　　０３９-２１８６・青森県上北郡おいらせ町北下田・きたしもだ

　　０３９-２１５５・青森県上北郡おいらせ町木ノ下西・きのしたにじ

　　０３９-２１５７・青森県上北郡おいらせ町木ノ下東・きのしたひがじ

　　０３９-２１５６・青森県上北郡おいらせ町木ノ下南・きのしたみなみ

　　０３９-２２５２・青森県上北郡おいらせ町黒坂谷地・くろさかやち

　　０３９-２１４２・青森県上北郡おいらせ町小前谷地・こまえやち

　　０３９-２１２４・青森県上北郡おいらせ町境田・さかいだ

　　０３９-２１２５・青森県上北郡おいらせ町三本木・さんほﾞんぎ

　　０３９-２２２４・青森県上北郡おいらせ町下明堂・しもあけどう

　　０３９-２１２１・青森県上北郡おいらせ町下境・しもさかい



　　０３９-２２２２・青森県上北郡おいらせ町下前田・しもまえだ

　　０３９-２２１５・青森県上北郡おいらせ町下屋敷・しもやしき

　　０３９-２１４３・青森県上北郡おいらせ町上水下・じようすいした

　　０３９-２２２６・青森県上北郡おいらせ町新助川原・しんすけかわら

　　０３９-２２１１・青森県上北郡おいらせ町新田・しんでん

　　０３９-２１６４・青森県上北郡おいらせ町神明前・しんめいまえ

　　０３９-２１８０・青森県上北郡おいらせ町住吉・すみよじ

　　０３９-２２３５・青森県上北郡おいらせ町千刈田・せんがりだ

　　０３９-２１２８・青森県上北郡おいらせ町染屋・そめや

　　０３９-２１１４・青森県上北郡おいらせ町高田・たかだ

　　０３９-２１４４・青森県上北郡おいらせ町丈の端・たけのはじ

　　０３９-２１３５・青森県上北郡おいらせ町立蛇・たちじや

　　０３９-２１６３・青森県上北郡おいらせ町館越・たてごじ

　　０３９-２２５５・青森県上北郡おいらせ町土取・つちとり

　　０３９-２２３４・青森県上北郡おいらせ町堤田・つつみだ

　　０３９-２１０２・青森県上北郡おいらせ町豊栄・とよさかえ

　　０３９-２１５４・青森県上北郡おいらせ町豊原・とよはら

　　０３９-２２２３・青森県上北郡おいらせ町苗平谷地・なえひらやち

　　０３９-２２５４・青森県上北郡おいらせ町苗振谷地・なえふりやち

　　０３９-２１３６・青森県上北郡おいらせ町中下田・なかしもだ

　　０３９-２１２９・青森県上北郡おいらせ町中平下長根山・なかたいしもながねやま

　　０３９-２１１２・青森県上北郡おいらせ町中野平・なかのたい

　　０３９-２１４６・青森県上北郡おいらせ町中谷地・なかやち

　　０３９-２１１５・青森県上北郡おいらせ町菜飯・なめじ

　　０３９-２１１１・青森県上北郡おいらせ町西後谷地・にしうしろやち

　　０３９-２１７１・青森県上北郡おいらせ町新敷・にしき

　　０３９-２１６１・青森県上北郡おいらせ町西下川原・にししもかわら

　　０３９-２１２３・青森県上北郡おいらせ町西下谷地・にししもやち

　　０３９-２１３２・青森県上北郡おいらせ町西前川原・にしまえかわら

　　０３９-２１２２・青森県上北郡おいらせ町沼小屋・ぬまこや

　　０３９-２２３３・青森県上北郡おいらせ町沼端・ぬまはた

　　０３９-２１３４・青森県上北郡おいらせ町馳下り・はせくだり

　　０３９-２１８４・青森県上北郡おいらせ町浜道・はまみち

　　０３９-２２３２・青森県上北郡おいらせ町東後谷地・ひがしうしろやち

　　０３９-２２１２・青森県上北郡おいらせ町東下川原・ひがししもかわら

　　０３９-２２３１・青森県上北郡おいらせ町東下谷地・ひがししもやち

　　０３９-２２１４・青森県上北郡おいらせ町東前川原・ひがしまえかわら

　　０３９-２１１８・青森県上北郡おいらせ町彦七川原・ひこしちがわら

　　０３９-２２０３・青森県上北郡おいらせ町一川目・ひとかわめ

　　０３９-２２０４・青森県上北郡おいらせ町深沢・ふかさわ

　　０３９-２２０５・青森県上北郡おいらせ町深沢平・ふかさわたい

　　０３９-２１７３・青森県上北郡おいらせ町瓢・ふくべ

　　０３９-２２０１・青森県上北郡おいらせ町二川目・ふたかわめ

　　０３９-２１８１・青森県上北郡おいらせ町古間木山・ふるまぎやま

　　０３９-２２１３・青森県上北郡おいらせ町堀ノ内・ほりのうち

　　０３９-２１２６・青森県上北郡おいらせ町間木・まぎ

　　０３９-２２０６・青森県上北郡おいらせ町松原・まつはﾞら

　　０３９-２１８７・青森県上北郡おいらせ町緑ケ丘・みどりがおか

　　０３９-２１６２・青森県上北郡おいらせ町南下田・みなみしもだ

　　０３９-２１３１・青森県上北郡おいらせ町向川原・むかいかわら

　　０３９-２２５１・青森県上北郡おいらせ町向坂・むかいさか

　　０３９-２２０２・青森県上北郡おいらせ町向平・むかいたい

　　０３９-２１５１・青森県上北郡おいらせ町向山・むかいやま

　　０３９-２１５２・青森県上北郡おいらせ町向山東・むかいやまひがじ

　　０３９-２１５８・青森県上北郡おいらせ町向山南・むかいやまみなみ

　　０３９-２１５３・青森県上北郡おいらせ町山崎・やまざき

　　０３９-２２３６・青森県上北郡おいらせ町洋光台・ようこうだい

　　０３９-２１８８・青森県上北郡おいらせ町若葉・わかはﾞ

　　０３９-４６００・青森県下北郡大間町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０３９-４６０１・青森県下北郡大間町大間・おおま

　　０３９-４６０２・青森県下北郡大間町奥戸・おこつへﾟ

　　０３５-００００・青森県下北郡東通村・・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０３５-０１１３・青森県下北郡東通村岩屋・ いわや

　　０３５-０００１・青森県下北郡東通村大利・ おおり

　　０３９-４２２３・青森県下北郡東通村小田野沢・ おだのさわ

　　０３５-０１０４・青森県下北郡東通村蒲野沢（稲崎）・ がまのさわ(いなざき)

　　０３５-０１０４・青森県下北郡東通村蒲野沢（浜の平）・はまのたい

　　０３５-０００４・青森県下北郡東通村蒲野沢（その他）・ がまのさわ(そのた)

　　０３９-４２２１・青森県下北郡東通村猿ケ森・ さるがもり

　　０３５-０１１２・青森県下北郡東通村尻労・ しつかり



　　０３９-４２２４・青森県下北郡東通村白糠・ しらぬか

　　０３５-０１１１・青森県下北郡東通村尻屋・ しりや

　　０３９-４２２２・青森県下北郡東通村砂子又・ すなごまた

　　０３５-０００５・青森県下北郡東通村田屋・ たや

　　０３５-０００３・青森県下北郡東通村野牛（稲崎平３０２)・ いなさきだいら)

　　０３５-０００３・青森県下北郡東通村野牛（稲崎平３１５番地・いなさきだいら

　　０３５-０００３・青森県下北郡東通村野牛（稲崎平トクサ沢）・いなさきだいら

　　０３５-０１０３・青森県下北郡東通村野牛（その他）・ のうし(そのた)

　　０３５-０００２・青森県下北郡東通村目名・ めな

　　０３９-４５００・青森県下北郡風間浦村・・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０３９-４５０２・青森県下北郡風間浦村易国間・ いこくま

　　０３９-４５０１・青森県下北郡風間浦村下風呂・ しもふろ

　　０３９-４５０３・青森県下北郡風間浦村蛇浦・ へびうら

　　０３９-４７００・青森県下北郡佐井村・・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０３９-４７１１・青森県下北郡佐井村佐井・ さい

　　０３９-４７１２・青森県下北郡佐井村長後・ ちようご

　　０３９-０１００・青森県三戸郡三戸町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０３９-０１１１・青森県三戸郡三戸町泉山・いずみやま

　　０３９-０１１２・青森県三戸郡三戸町梅内・うめない

　　０３９-０４５３・青森県三戸郡三戸町貝守・かいもり

　　０３９-０１４１・青森県三戸郡三戸町川守田・かわもりた

　　０３９-０１４３・青森県三戸郡三戸町川守田町・かわもりたまち

　　０３９-０１４２・青森県三戸郡三戸町久慈町・くじまち

　　０３９-０１３２・青森県三戸郡三戸町在府小路町・ざいふこうじまち

　　０３９-０４５１・青森県三戸郡三戸町蛇沼・じやぬま

　　０３９-０１３４・青森県三戸郡三戸町同心町・どうしんちよう

　　０３９-０１２２・青森県三戸郡三戸町斗内・とない

　　０３９-０１２１・青森県三戸郡三戸町豊川・とよかわ

　　０３９-０４５２・青森県三戸郡三戸町袴田・はかまだ

　　０３９-０１３３・青森県三戸郡三戸町馬喰町・はﾞくろまち

　　０３９-０１３１・青森県三戸郡三戸町二日町・ふつかまち

　　０３９-０１４４・青森県三戸郡三戸町六日町・むいかまち

　　０３９-０１１３・青森県三戸郡三戸町目時・めとき

　　０３９-０１３５・青森県三戸郡三戸町八日町・ようかまち

　　０３９-１５００・青森県三戸郡五戸町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０３９-１５０８・青森県三戸郡五戸町赤川・あかがわ

　　０３９-１５０８・青森県三戸郡五戸町赤川前・あかがわまえ

　　０３９-１５６１・青森県三戸郡五戸町赤坂・あかさか

　　０３９-１５２８・青森県三戸郡五戸町浅水・あさみず

　　０３９-１５３６・青森県三戸郡五戸町愛宕後・あたごうしろ

　　０３９-１５３６・青森県三戸郡五戸町愛宕下タ・あたごした

　　０３９-１５３６・青森県三戸郡五戸町愛宕丁・あたごちよう

　　０３９-１５５６・青森県三戸郡五戸町油出・あぶらで

　　０３９-１５３４・青森県三戸郡五戸町荒町・あらまち

　　０３９-１５２１・青森県三戸郡五戸町五百窪・いおくほﾞ

　　０３９-１５３９・青森県三戸郡五戸町石沢境・いしざわさかい

　　０３９-１５０５・青森県三戸郡五戸町石仏・いしほﾞとけ

　　０３９-１５０５・青森県三戸郡五戸町石仏上川原・いしほﾞとけかみかわら

　　０３９-１５０５・青森県三戸郡五戸町石仏下川原・いしほﾞとけしもかわら

　　０３９-１５０５・青森県三戸郡五戸町石仏前・いしほﾞとけまえ

　　０３９-１５２１・青森県三戸郡五戸町泉窪・いずみくほﾞ

　　０３９-１５１６・青森県三戸郡五戸町市川道十文字・いちかわみちじゆうもんじ

　　０３９-１５６８・青森県三戸郡五戸町銀杏木・いちようのき

　　０３９-１５６８・青森県三戸郡五戸町銀杏木前・いちようのきまえ

　　０３９-１５６８・青森県三戸郡五戸町一本木・いつほﾟんぎ

　　０３９-１５６８・青森県三戸郡五戸町一本木前・いつほﾟんぎまえ

　　０３９-１５０４・青森県三戸郡五戸町兎内・うさぎない

　　０３９-１５０４・青森県三戸郡五戸町兎内上保土沢・うさぎないかみほとざわ

　　０３９-１５０４・青森県三戸郡五戸町兎内下保土沢・うさぎないしもほとざわ

　　０３９-１５０４・青森県三戸郡五戸町兎内下川原・うさぎないしもかわら

　　０３９-１５０４・青森県三戸郡五戸町兎内下谷地・うさぎないしもやち

　　０３９-１５５２・青森県三戸郡五戸町姥堤・うはﾞつﾞつみ

　　０３９-１５３７・青森県三戸郡五戸町ウルエ長根・うるえながね

　　０３９-１５３７・青森県三戸郡五戸町ウルエ長根下・うるえながねした

　　０３９-１５０７・青森県三戸郡五戸町蛯川後・えびかわうしろ

　　０３９-１５０７・青森県三戸郡五戸町蛯川前川原・えびかわまえかわら

　　０３９-１５０７・青森県三戸郡五戸町蛯川村・えびかわむら

　　０３９-１５３７・青森県三戸郡五戸町追分・おいわけ

　　０３９-１５２７・青森県三戸郡五戸町扇田・おうぎだ

　　０３９-１５６８・青森県三戸郡五戸町應田・おうだ



　　０３９-１５０３・青森県三戸郡五戸町大久保・おおくほﾞ

　　０３９-１５２１・青森県三戸郡五戸町大渡・おおわたり

　　０３９-１５２１・青森県三戸郡五戸町大渡道ノ下・おおわたりみちのしも

　　０３９-１５６３・青森県三戸郡五戸町岡谷地・おかやち

　　０３９-１５１１・青森県三戸郡五戸町鍜冶屋窪・かじやくほﾞ

　　０３９-１５１１・青森県三戸郡五戸町鍜冶屋窪上ミ・かじやくほﾞかみ

　　０３９-１５１１・青森県三戸郡五戸町鍜冶屋敷・かじやしき

　　０３９-１５０１・青森県三戸郡五戸町上市川・かみいちかわ

　　０３９-１５０４・青森県三戸郡五戸町上兎内・かみうさぎない

　　０３９-１５３３・青森県三戸郡五戸町上大町・かみおおまち

　　０３９-１５５７・青森県三戸郡五戸町上川原・かみかわら

　　０３９-１５０８・青森県三戸郡五戸町上新道・かみしんみち

　　０３９-１５６７・青森県三戸郡五戸町上大平楽・かみたいへいらく

　　０３９-１５５２・青森県三戸郡五戸町上高田・かみたかだ

　　０３９-１５２６・青森県三戸郡五戸町上長下・かみながした

　　０３９-１５５１・青森県三戸郡五戸町上新井田・かみにいだ

　　０３９-１５５１・青森県三戸郡五戸町上新井田前・かみにいだまえ

　　０３９-１５２３・青森県三戸郡五戸町上保土沢・かみほとざわ

　　０３９-１５０７・青森県三戸郡五戸町上谷地・かみやち

　　０３９-１５６８・青森県三戸郡五戸町傘松・からかさまつ

　　０３９-１５６８・青森県三戸郡五戸町傘松前・からかさまつまえ

　　０３９-１５５４・青森県三戸郡五戸町川原町・かわらまち

　　０３９-１５５４・青森県三戸郡五戸町川原町裏・かわらまちうら

　　０３９-１５５３・青森県三戸郡五戸町川原町下裏・かわらまちしもうら

　　０３９-１５５３・青森県三戸郡五戸町川原町西裏・かわらまちにしうら

　　０３９-１５３２・青森県三戸郡五戸町観音堂・かんのんどう

　　０３９-１５３１・青森県三戸郡五戸町狐森・きつねもり

　　０３９-１５３１・青森県三戸郡五戸町狐森北・きつねもりきた

　　０３９-１５２１・青森県三戸郡五戸町久蔵窪・きゆうぞうくほﾞ

　　０３９-２３０２・青森県三戸郡五戸町切谷内（北田ノ沢）・きりやない(きたたのさわ)

　　０３９-１５０２・青森県三戸郡五戸町切谷内（その他）・きりやない(そのた)

　　０３９-１５１５・青森県三戸郡五戸町熊ノ沢・くまのさわ

　　０３９-１５１５・青森県三戸郡五戸町熊ノ沢頭・くまのさわがしら

　　０３９-１５０６・青森県三戸郡五戸町熊野林・くまのはﾞやじ

　　０３９-１５０６・青森県三戸郡五戸町熊野林後・くまのはﾞやしうしろ

　　０３９-１５０６・青森県三戸郡五戸町熊野林前・くまのはﾞやしまえ

　　０３９-１７０１・青森県三戸郡五戸町倉石石沢・くらいしいしざわ

　　０３９-１７０２・青森県三戸郡五戸町倉石中市・くらいしなかいち

　　０３９-１７０３・青森県三戸郡五戸町倉石又重・くらいしまたしげ

　　０３９-１５６３・青森県三戸郡五戸町毛無森・けなしもり

　　０３９-１５６１・青森県三戸郡五戸町越掛沢・こしかけざわ

　　０３９-１５６１・青森県三戸郡五戸町越掛沢前・こしかけざわまえ

　　０３９-１５６１・青森県三戸郡五戸町越掛沢道下モ・こしかけざわみちのしも

　　０３９-１５２２・青森県三戸郡五戸町小渡・こわたり

　　０３９-１５２２・青森県三戸郡五戸町小渡頭・こわたりがしら

　　０３９-１５６６・青森県三戸郡五戸町幸ノ神・さいのかみ

　　０３９-１５６６・青森県三戸郡五戸町幸ノ神前・さいのかみまえ

　　０３９-１５０３・青森県三戸郡五戸町佐野上谷地・さのかみやち

　　０３９-１５０３・青森県三戸郡五戸町鮫ノ口・さめのくち

　　０３９-１５５８・青森県三戸郡五戸町沢・さわ

　　０３９-１５１７・青森県三戸郡五戸町沢向・さわむかい

　　０３９-１５６２・青森県三戸郡五戸町鹿内・しかない

　　０３９-１５６２・青森県三戸郡五戸町鹿内沖・しかないおき

　　０３９-１５６２・青森県三戸郡五戸町鹿内下モ・しかないしも

　　０３９-１５６２・青森県三戸郡五戸町鹿内前・しかないまえ

　　０３９-１５２５・青森県三戸郡五戸町地蔵岱・じぞうたい

　　０３９-１５４６・青森県三戸郡五戸町下タノ沢・したのさわ

　　０３９-１５４６・青森県三戸郡五戸町下タノ沢頭・したのさわがしら

　　０３９-１５５９・青森県三戸郡五戸町下大町・しもおおまち

　　０３９-１５１８・青森県三戸郡五戸町下モ沢向・しもさわむかい

　　０３９-１５０８・青森県三戸郡五戸町下新道・しもしんみち

　　０３９-１５６７・青森県三戸郡五戸町下大平楽・しもたいへいらく

　　０３９-１５５５・青森県三戸郡五戸町下高田・しもたかだ

　　０３９-１５１４・青森県三戸郡五戸町下中崎・しもなかさき

　　０３９-１５２６・青森県三戸郡五戸町下長下・しもながした

　　０３９-１５６５・青森県三戸郡五戸町下新井田・しもにいだ

　　０３９-１５６５・青森県三戸郡五戸町下新井田前・しもにいだまえ

　　０３９-１５２３・青森県三戸郡五戸町下保土沢・しもほとざわ

　　０３９-１５４５・青森県三戸郡五戸町正場沢・しようはﾞさわ

　　０３９-１５４５・青森県三戸郡五戸町正場沢長根・しようはﾞさわながね



　　０３９-１５１５・青森県三戸郡五戸町治郎左エ門長根・じろうざえもんながね

　　０３９-１５２３・青森県三戸郡五戸町新蔵長根・しんぞうながね

　　０３９-１５３５・青森県三戸郡五戸町新丁・しんちよう

　　０３９-１５４１・青森県三戸郡五戸町新田窪・しんでんくほﾞ

　　０３９-１５４８・青森県三戸郡五戸町新町・しんまち

　　０３９-１５４７・青森県三戸郡五戸町神明後・しんめいうしろ

　　０３９-１５２６・青森県三戸郡五戸町惣林橋・そうりんはﾞじ

　　０３９-１５６３・青森県三戸郡五戸町大学沢・だいがくざわ

　　０３９-１５６３・青森県三戸郡五戸町大学沢向・だいがくざわむかい

　　０３９-１５６３・青森県三戸郡五戸町大工窪・だいくくほﾞ

　　０３９-１５４３・青森県三戸郡五戸町竹原・たけはら

　　０３９-１５５８・青森県三戸郡五戸町館・たて

　　０３９-１５１１・青森県三戸郡五戸町丁塚・ちようつﾞか

　　０３９-１５３８・青森県三戸郡五戸町塚無岱・つかなしたい

　　０３９-１５０８・青森県三戸郡五戸町土取場・つちとりはﾞ

　　０３９-１５２９・青森県三戸郡五戸町手倉橋・てぐらはﾞじ

　　０３９-１５５４・青森県三戸郡五戸町傳兵ヱ丁・でんべえちよう

　　０３９-１５１９・青森県三戸郡五戸町天満・てんまん

　　０３９-１５１９・青森県三戸郡五戸町天満後・てんまんうしろ

　　０３９-１５１９・青森県三戸郡五戸町天満下川原・てんまんしもかわら

　　０３９-１５４６・青森県三戸郡五戸町土井頭・どいがしら

　　０３９-１５５２・青森県三戸郡五戸町筒口川原・どうぐちかわら

　　０３９-１５２２・青森県三戸郡五戸町徳良窪・とくらくほﾞ

　　０３９-１５２４・青森県三戸郡五戸町豊間内・とよまない

　　０３９-１５１４・青森県三戸郡五戸町中崎・なかざき

　　０３９-１５５２・青森県三戸郡五戸町中高田・なかたかだ

　　０３９-１５３９・青森県三戸郡五戸町中ノ沢・なかのさわ

　　０３９-１５３９・青森県三戸郡五戸町中ノ沢西張・なかのさわにしはり

　　０３９-１５４２・青森県三戸郡五戸町中道・なかみち

　　０３９-１５４２・青森県三戸郡五戸町中道十文字・なかみちじゆうもんじ

　　０３９-１５０７・青森県三戸郡五戸町中森・なかもり

　　０３９-１５０８・青森県三戸郡五戸町中寄・なかより

　　０３９-１５２２・青森県三戸郡五戸町苗代沢・なしろざわ

　　０３９-１５４４・青森県三戸郡五戸町二階平・にかいだいら

　　０３９-１５４４・青森県三戸郡五戸町二階平下タ・にかいだいらした

　　０３９-１５１２・青森県三戸郡五戸町西ノ沢・にしのさわ

　　０３９-１５３７・青森県三戸郡五戸町二本柳・にほんやなぎ

　　０３９-１５３７・青森県三戸郡五戸町二本柳向・にほんやなぎむかい

　　０３９-１５６９・青森県三戸郡五戸町根岸・ねぎじ

　　０３９-１５３３・青森県三戸郡五戸町野月・のつﾞき

　　０３９-１５６２・青森県三戸郡五戸町白山・はくさん

　　０３９-１５６２・青森県三戸郡五戸町白山前・はくさんまえ

　　０３９-１５５８・青森県三戸郡五戸町博労町・はﾞくろうまち

　　０３９-１５５７・青森県三戸郡五戸町八景・はつけい

　　０３９-１５６５・青森県三戸郡五戸町花道川原・はなみちかわら

　　０３９-１５３８・青森県三戸郡五戸町古街道長根・ふるかいどうながね

　　０３９-１５１３・青森県三戸郡五戸町古館・ふるだて

　　０３９-１５６４・青森県三戸郡五戸町古館下川原・ふるだてしもかわら

　　０３９-１５１３・青森県三戸郡五戸町古館向・ふるだてむかい

　　０３９-１５１３・青森県三戸郡五戸町古館向川原・ふるだてむかいかわら

　　０３９-１５１３・青森県三戸郡五戸町古館脇・ふるだてわき

　　０３９-１５５５・青森県三戸郡五戸町古堂・ふるどう

　　０３９-１５５５・青森県三戸郡五戸町古堂後・ふるどううしろ

　　０３９-１５６３・青森県三戸郡五戸町平佐窪・へいさくほﾞ

　　０３９-１５５８・青森県三戸郡五戸町堀合・ほりあい

　　０３９-１５６９・青森県三戸郡五戸町虫追塚前・むしおいつﾞかまえ

　　０３９-１５５９・青森県三戸郡五戸町横丁・よこちよう

　　０３９-１５６４・青森県三戸郡五戸町六角・ろつかく

　　０３９-０２００・青森県三戸郡田子町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０３９-０３１２・青森県三戸郡田子町石亀・いしがめ

　　０３９-０３１６・青森県三戸郡田子町関・せき

　　０３９-０２０２・青森県三戸郡田子町相米・そうまい

　　０３９-０２０１・青森県三戸郡田子町田子・たつこ

　　０３９-０３１４・青森県三戸郡田子町遠瀬・とうせ

　　０３９-０３１５・青森県三戸郡田子町夏坂・なつさか

　　０３９-０３１１・青森県三戸郡田子町原・はら

　　０３９-０３１３・青森県三戸郡田子町茂市・もいち

　　０３９-０３１７・青森県三戸郡田子町山口・やまぐち

　　０３９-０１００・青森県三戸郡南部町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０３９-０６０６・青森県三戸郡南部町相内（柏木久保）・あいない(かしわぎくほ)



　　０３９-０６０６・青森県三戸郡南部町相内（鴨ノ首）・あいない(かものくび)

　　０３９-０６０６・青森県三戸郡南部町相内（留ノ沢）・あいない(とめのさわ)

　　０３９-０６０６・青森県三戸郡南部町相内（沼久保）・ぬまくほ)

　　０３９-０６０６・青森県三戸郡南部町相内（屋敷久保）・やしきくほﾞ)

　　０３９-０１０６・青森県三戸郡南部町相内（その他）・あいない(そのた)

　　０３９-０１０２・青森県三戸郡南部町赤石・あかいじ

　　０３９-０１０３・青森県三戸郡南部町大向・おおむかい

　　０３９-０１０５・青森県三戸郡南部町沖田面・おきたおもて

　　０３９-０８０１・青森県三戸郡南部町片岸・かたぎじ

　　０３９-０８１２・青森県三戸郡南部町椛木・かはﾞき

　　０３９-０５０１・青森県三戸郡南部町上名久井・かみなくい

　　０３９-０６１２・青森県三戸郡南部町剣吉・けんよじ

　　０３９-０８０５・青森県三戸郡南部町小泉・こいずみ

　　０３９-０８１４・青森県三戸郡南部町埖渡・ごみわたり

　　０３９-０１０４・青森県三戸郡南部町小向・こむかい

　　０３９-０５０２・青森県三戸郡南部町下名久井・しもなくい

　　０３９-０８１３・青森県三戸郡南部町杉沢・すぎさわ

　　０３９-０５０３・青森県三戸郡南部町平・たいら

　　０３９-０５０７・青森県三戸郡南部町高瀬・たかせ

　　０３９-０８０４・青森県三戸郡南部町高橋・たかはじ

　　０３９-０１０１・青森県三戸郡南部町玉掛・たまかけ

　　０３９-０５０４・青森県三戸郡南部町鳥舌内・ちようしたない

　　０３９-０６１１・青森県三戸郡南部町斗賀・とが

　　０３９-０８０２・青森県三戸郡南部町苫米地・とまべち

　　０３９-０５０５・青森県三戸郡南部町鳥谷・とや

　　０３９-０６１４・青森県三戸郡南部町虎渡・とらと

　　０３９-０８１５・青森県三戸郡南部町福田・ふくだ

　　０３９-０５０６・青森県三戸郡南部町法光寺・ほうこうじ

　　０３９-０８１１・青森県三戸郡南部町法師岡・ほうしおか

　　０３９-０８０３・青森県三戸郡南部町麦沢・むぎさわ

　　０３９-０６１３・青森県三戸郡南部町森越・もりこじ

　　０３９-１２００・青森県三戸郡階上町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０３９-１２０２・青森県三戸郡階上町赤保内・あかほﾞない

　　０３９-１２０７・青森県三戸郡階上町金山沢・かねやまさわ

　　０３９-１２１２・青森県三戸郡階上町蒼前西・そうぜんにじ

　　０３９-１２１１・青森県三戸郡階上町蒼前東・そうぜんひがじ

　　０３９-１２０６・青森県三戸郡階上町田代・たしろ

　　０３９-１２０８・青森県三戸郡階上町角柄折・つのがらおり

　　０３９-１２０１・青森県三戸郡階上町道仏・どうぶつ

　　０３９-１２０３・青森県三戸郡階上町鳥屋部・とやべ

　　０３９-１２０５・青森県三戸郡階上町晴山沢・はれやまさわ

　　０３９-１２０４・青森県三戸郡階上町平内・ひらない

　　０３９-１８００・青森県三戸郡新郷村・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０３９-１８０２・青森県三戸郡新郷村, 西越"・さいごじ

　　０３９-１８０１・青森県三戸郡新郷村戸来・ へらい




