
　　７９１-００００・愛媛県松山市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７９０-００６４・愛媛県松山市愛光町・あいこうちよう

　　７９９-２４３３・愛媛県松山市安居島・あいじま

　　７９１-８０７６・愛媛県松山市会津町・あいつﾞまち

　　７９１-０１２４・愛媛県松山市青波町・あおなみまち

　　７９１-８０１９・愛媛県松山市青葉台・あおはﾞだい

　　７９９-２４０１・愛媛県松山市浅海原・あさなみはら

　　７９９-２４０２・愛媛県松山市浅海本谷・あさなみほんだに

　　７９１-８０２４・愛媛県松山市朝日ケ丘・あさひがおか

　　７９０-０８７６・愛媛県松山市旭町・あさひまち

　　７９１-８０２３・愛媛県松山市朝美・あさみ

　　７９０-０９５２・愛媛県松山市朝生田町・あそだまち

　　７９０-０９５１・愛媛県松山市天山・あまやま

　　７９０-０９５１・愛媛県松山市天山町・あまやままち

　　７９９-２４６３・愛媛県松山市粟井河原・あわいかわら

　　７９１-８００６・愛媛県松山市安城寺町・あんじようじまち

　　７９０-０９３４・愛媛県松山市居相・いあい

　　７９０-００５１・愛媛県松山市生石町・いくしまち

　　７９０-０８５２・愛媛県松山市石手・いして

　　７９０-０９０２・愛媛県松山市石手白石・ いしてしらいじ

　　７９１-８０８４・愛媛県松山市石風呂町・いしふろまち

　　７９０-００２５・愛媛県松山市泉町・いずみまち

　　７９０-０９４１・愛媛県松山市和泉南・いずみみなみ

　　７９９-２４６７・愛媛県松山市磯河内・いそこうち

　　７９０-００３８・愛媛県松山市和泉北・いずみきた

　　７９０-０９４８・愛媛県松山市市坪西町・いちつほﾞにしまち

　　７９０-０９４７・愛媛県松山市市坪南・いちつほﾞみなみ

　　７９０-０９４６・愛媛県松山市市坪北・いちつほﾞきた

　　７９０-０００１・愛媛県松山市一番町・いちはﾞんちよう

　　７９１-１１１４・愛媛県松山市井門町・いどまち

　　７９９-２４１６・愛媛県松山市猪木・いのき

　　７９１-１１０６・愛媛県松山市今在家・いまざいけ

　　７９１-１１０３・愛媛県松山市今在家町・いまざいけまち

　　７９０-０８３３・愛媛県松山市祝谷・いわいだに

　　７９０-０８３５・愛媛県松山市祝谷東町・いわいだにひがしまち

　　７９０-０８３２・愛媛県松山市祝谷西町・いわいだににしまち

　　７９０-０８３４・愛媛県松山市祝谷町・いわいだにまち

　　７９０-０８５４・愛媛県松山市岩崎町・いわさきまち

　　７９９-２４２３・愛媛県松山市院内・いんない

　　７９１-１１３６・愛媛県松山市上野町・うえのまち

　　７９９-２４４６・愛媛県松山市牛谷・うしだに

　　７９１-８０７７・愛媛県松山市内浜町・うちはまちよう

　　７９９-２６５４・愛媛県松山市内宮町・うちみやちよう

　　７９９-２６５５・愛媛県松山市馬木町・うまきちよう

　　７９０-２６４３・愛媛県松山市梅木町・うめきまち

　　７９１-８０５１・愛媛県松山市梅田町・うめだまち

　　７９１-４５０６・愛媛県松山市宇和間・うわま

　　７９０-００２２・愛媛県松山市永代町・えいだいまち

　　７９０-０９６２・愛媛県松山市枝松・えだまつ

　　７９１-１１３４・愛媛県松山市恵原町・えはﾞらまち

　　７９１-０１３４・愛媛県松山市大井野町・おおいのまち

　　７９９-２４０８・愛媛県松山市大浦・おおうら

　　７９０-０００４・愛媛県松山市大街道・おおかいどう

　　７９１-８０５７・愛媛県松山市大可賀・おおかが

　　７９０-００６７・愛媛県松山市大手町・おおてまち

　　７９９-２４５８・愛媛県松山市大西谷・おおにしだに

　　７９１-１１２６・愛媛県松山市大橋町・おおはしまち

　　７９９-２４６８・愛媛県松山市小川・おがわ

　　７９９-２４１８・愛媛県松山市尾儀原・おぎはら

　　７９０-００３６・愛媛県松山市小栗・おぐり

　　７９０-００３７・愛媛県松山市小栗町・おぐりまち

　　７９０-０９３３・愛媛県松山市越智・おち

　　７９１-０２４１・愛媛県松山市小野町・おのまち

　　７９１-４５０２・愛媛県松山市小浜・おはﾞま

　　７９９-２４１０・愛媛県松山市小山田・おやまだ

　　７９０-２６４２・愛媛県松山市恩地町・おんじまち

　　７９１-８０５８・愛媛県松山市海岸通・かいがんどおり

　　７９０-００２４・愛媛県松山市春日町・かすがまち

　　７９０-２６４４・愛媛県松山市上総町・かずさまち

　　７９９-２４３９・愛媛県松山市片山・かたやま
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　　７９０-０８０１・愛媛県松山市歩行町・かちまち

　　７９９-２６６１・愛媛県松山市勝岡町・かつおかちよう

　　７９０-０８７８・愛媛県松山市勝山町・かつやまちよう

　　７９１-８０９１・愛媛県松山市門田町・かどたまち

　　７９９-２４６１・愛媛県松山市鹿峰・かのみね

　　７９１-０１１１・愛媛県松山市上伊台町・かみいだいまち

　　７９０-０８５３・愛媛県松山市上市・かみいち

　　７９１-１１２４・愛媛県松山市上川原町・かみがわらまち

　　７９１-０１０３・愛媛県松山市上高野町・かみたかのまち

　　７９９-２４０５・愛媛県松山市上難波・かみなんはﾞ

　　７９１-４３２２・愛媛県松山市上怒和・かみぬわ

　　７９１-８００４・愛媛県松山市鴨川・かもがわ

　　７９９-２４６６・愛媛県松山市鴨之池・かものいけ

　　７９０-０８１３・愛媛県松山市萱町・かやまち

　　７９１-０１３２・愛媛県松山市河中町・かわなかまち

　　７９１-０１２９・愛媛県松山市川の郷町・かわのごうまち

　　７９０-００１３・愛媛県松山市河原町・かわらまち

　　７９１-８０６３・愛媛県松山市神田町・かんだまち

　　７９０-０９６５・愛媛県松山市祇園町・ぎおんまち

　　７９９-２４１１・愛媛県松山市儀式・ぎしき

　　７９１-１１０２・愛媛県松山市来住町・きしまち

　　７９１-１１０５・愛媛県松山市北井門・きたいど

　　７９１-０２４２・愛媛県松山市北梅本町・きたうめもとまち

　　７９０-０９２３・愛媛県松山市北久米町・きたくめまち

　　７９１-８０３１・愛媛県松山市北斎院町・きたさやちよう

　　７９０-０８６７・愛媛県松山市北立花町・きたたちはﾞなまち

　　７９１-１１０４・愛媛県松山市北土居・きたどい

　　７９０-００３３・愛媛県松山市北藤原町・きたふじわらまち

　　７９０-０８７３・愛媛県松山市北持田町・きたもちだまち

　　７９１-８０４１・愛媛県松山市北吉田町・きたよしだまち

　　７９１-８０２５・愛媛県松山市衣山・きぬやま

　　７９９-２４５４・愛媛県松山市客・きやく

　　７９０-０８２１・愛媛県松山市木屋町・きやちよう

　　７９１-８０５５・愛媛県松山市清住・きよすみ

　　７９０-０８０２・愛媛県松山市喜与町・きよまち

　　７９０-００５４・愛媛県松山市空港通（１、２丁目）・くうこうどおり

　　７９１-００５４・愛媛県松山市空港通（３～７丁目）・くうこうどおり

　　７９１-０１５０・愛媛県松山市九川・くがわ

　　７９１-１１３２・愛媛県松山市久谷町・くたにまち

　　７９９-２４６２・愛媛県松山市久保・くほﾞ

　　７９１-８０３５・愛媛県松山市久保田町・くほﾞたまち

　　７９１-１１３１・愛媛県松山市窪野町・くほﾞのまち

　　７９１-４５０７・愛媛県松山市熊田・くまた

　　７９１-８０１６・愛媛県松山市久万ノ台・くまのだい

　　７９１-１１０１・愛媛県松山市久米窪田町・くめくほﾞたまち

　　７９０-０９１１・愛媛県松山市桑原・くわはﾞら

　　７９９-２４４５・愛媛県松山市河野高山・こうのこやま

　　７９９-２４３８・愛媛県松山市河野中須賀・こうのなかすが

　　７９９-２４３６・愛媛県松山市河野別府・こうのべつふﾟ

　　７９１-４５０５・愛媛県松山市神浦・こうのうら

　　７９９-２４６９・愛媛県松山市光洋台・こうようだい

　　７９９-２４５１・愛媛県松山市小川谷・こがだに

　　７９０-０９６３・愛媛県松山市小坂・こさか

　　７９０-０８６３・愛媛県松山市此花町・このはなまち

　　７９１-１１２５・愛媛県松山市小村町・こむらまち

　　７９１-０１３５・愛媛県松山市米野町・こめのまち

　　７９０-２６４５・愛媛県松山市小屋町・こやまち

　　７９９-２６５３・愛媛県松山市権現町・ごんげんちよう

　　７９９-２４１７・愛媛県松山市才之原・さいのはら

　　７９１-８０７２・愛媛県松山市桜ケ丘・さくらがおか

　　７９０-０８３８・愛媛県松山市桜谷町・さくらだにちよう

　　７９９-２４４７・愛媛県松山市佐古・さこ

　　７９９-２４１５・愛媛県松山市猿川・さるかわ

　　７９９-２４１９・愛媛県松山市猿川原・さるかわはﾞら

　　７９０-０９１４・愛媛県松山市三町・さんちよう

　　７９０-０００３・愛媛県松山市三番町・さんはﾞんちよう

　　７９１-０１０４・愛媛県松山市食場町・じきはﾞまち

　　７９１-８００３・愛媛県松山市志津川町・しつかわまち

　　７９０-０８０３・愛媛県松山市東雲町・しののめちよう

　　７９０-０８２３・愛媛県松山市清水町・しみずまち



　　７９１-０１１２・愛媛県松山市下伊台町・しもいだいまち

　　７９９-２４０７・愛媛県松山市下難波・しもなんはﾞ

　　７９１-０１２３・愛媛県松山市宿野町・しゆくのまち

　　７９９-２４０４・愛媛県松山市庄・しよう

　　７９０-０９０４・愛媛県松山市正円寺・しようえんじ

　　７９０-０８５１・愛媛県松山市常光寺町・じようこうじちよう

　　７９０-２６４７・愛媛県松山市城山町・じようざんまち

　　７９９-２４１２・愛媛県松山市庄府・しようぶ

　　７９９-２４４２・愛媛県松山市常保免・じようほうめん

　　７９１-１１３３・愛媛県松山市浄瑠璃町・じようるりまち

　　７９０-０８７２・愛媛県松山市昭和町・しようわまち

　　７９０-０９０１・愛媛県松山市新石手・しんいして

　　７９０-２６４６・愛媛県松山市神次郎町・じんじろうまち

　　７９０-０８６５・愛媛県松山市新立町・しんだてまち

　　７９１-８０８３・愛媛県松山市新浜町・しんはままち

　　７９０-００２３・愛媛県松山市末広町・すえひろまち

　　７９１-０１２２・愛媛県松山市末町・すえまち

　　７９１-８０５２・愛媛県松山市須賀町・すがまち

　　７９１-０１０５・愛媛県松山市杉立町・すぎたてまち

　　７９０-２６４８・愛媛県松山市菅沢町・すげざわまち

　　７９９-２４６０・愛媛県松山市苞木・すほﾞき

　　７９１-８０６２・愛媛県松山市住吉・ すみよじ

　　７９９-２４４３・愛媛県松山市善応寺・ぜんおうじ

　　７９９-２６６２・愛媛県松山市太山寺町・たいさんじちよう

　　７９１-１１１１・愛媛県松山市高井町・たかいまち

　　７９１-８０３６・愛媛県松山市高岡町・たかおかまち

　　７９１-８００７・愛媛県松山市高木町・たかぎちよう

　　７９０-０８２２・愛媛県松山市高砂町・たかさごまち

　　７９９-２４２２・愛媛県松山市高田・たかた

　　７９０-０９２５・愛媛県松山市鷹子町・たかのこまち

　　７９１-０１０２・愛媛県松山市高野町・たかのまち

　　７９１-８０８１・愛媛県松山市高浜町・たかはままち

　　７９１-８０７９・愛媛県松山市高山町・たかやまちよう

　　７９９-２４１６・愛媛県松山市滝本・たきもと

　　７９０-０９６７・愛媛県松山市拓川町・たくせんちよう

　　７９０-００５３・愛媛県松山市竹原・たけわら

　　７９０-００５２・愛媛県松山市竹原町・たけわらまち

　　７９０-０９６６・愛媛県松山市立花・たちはﾞな

　　７９１-８０８６・愛媛県松山市辰巳町・たつみちよう

　　７９９-２４１３・愛媛県松山市立岩米之野・たていわこめのの

　　７９９-２４１４・愛媛県松山市立岩中村・たていわなかむら

　　７９１-８００２・愛媛県松山市谷町・たにまち

　　７９１-０１２６・愛媛県松山市玉谷町・たまたにまち

　　７９０-０９０５・愛媛県松山市樽味・たるみ

　　７９０-００１１・愛媛県松山市千舟町・ちふねまち

　　７９１-８０１５・愛媛県松山市中央・ちゆうおう

　　７９０-０９１６・愛媛県松山市束本・つかもと

　　７９０-０８６４・愛媛県松山市築山町・つきやまちよう

　　７９０-００６３・愛媛県松山市辻町・つじまち

　　７９９-２４５５・愛媛県松山市常竹・つねたけ

　　７９１-１１２２・愛媛県松山市津吉町・つよしまち

　　７９１-４３２４・愛媛県松山市津和地・つわじ

　　７９０-００４８・愛媛県松山市出合・であい

　　７９０-０８２７・愛媛県松山市鉄砲町・てつほﾟうちよう

　　７９０-００５６・愛媛県松山市土居田町・どいだまち

　　７９１-１１１５・愛媛県松山市土居町・どいまち

　　７９１-８０１８・愛媛県松山市問屋町・といやちよう

　　７９０-０８４４・愛媛県松山市道後一万・どうごいちまん

　　７９０-０８４５・愛媛県松山市道後今市・どうごいまいち

　　７９０-０８４６・愛媛県松山市道後北代・どうごきたしろ

　　７９０-０８４８・愛媛県松山市道後喜多町・どうごきたまち

　　７９０-０８５７・愛媛県松山市道後公園・どうごこうえん

　　７９０-０８３６・愛媛県松山市道後鷺谷町・どうごさぎだにちよう

　　７９０-０８４１・愛媛県松山市道後多幸町・どうごたこうちよう

　　７９０-０８２５・愛媛県松山市道後樋又・どうごひまた

　　７９０-０８５８・愛媛県松山市道後姫塚・どうごひめつﾞか

　　７９０-０８４７・愛媛県松山市道後緑台・どうごみどりだい

　　７９０-０８３７・愛媛県松山市道後湯月町・どうごゆつﾞきちよう

　　７９０-０８４２・愛媛県松山市道後湯之町・どうごゆのまち

　　７９９-２４３２・愛媛県松山市土手内・どてうち



　　７９０-０８４３・愛媛県松山市道後町（１、２丁目）・どうごまち(１､２)

　　７９０-００３２・愛媛県松山市土橋町・どはﾞしまち

　　７９１-８０９３・愛媛県松山市泊町・とまりまち

　　７９１-８０３４・愛媛県松山市富久町・とみひさまち

　　７９０-０８０４・愛媛県松山市中一万町・なかいちまんまち

　　７９１-８０７８・愛媛県松山市中須賀・なかすが

　　７９１-１１２１・愛媛県松山市中野町・なかのまち

　　７９０-０９６４・愛媛県松山市中村・なかむら

　　７９０-０８６６・愛媛県松山市永木町・ながきまち

　　７９１-４５０３・愛媛県松山市長師・ ながじ

　　７９１-４５１１・愛媛県松山市中島粟井・なかじまあわい

　　７９１-４５０１・愛媛県松山市中島大浦・なかじまおおうら

　　７９９-２４０６・愛媛県松山市中通・なかどおり

　　７９９-２４２６・愛媛県松山市中西内・なかにしうち

　　７９９-２４２５・愛媛県松山市中西外・なかにしそと

　　７９９-２４３７・愛媛県松山市夏目・なつめ

　　７９０-０９３１・愛媛県松山市西石井・にしいしい

　　７９０-０８０５・愛媛県松山市西一万町・にしいちまんまち

　　７９０-０８７７・愛媛県松山市錦町・にしきまち

　　７９９-２４５７・愛媛県松山市西谷・にしだに

　　７９１-８０１７・愛媛県松山市西長戸町・にしながとちよう

　　７９１-１１３５・愛媛県松山市西野町・にしのまち

　　７９１-８０４４・愛媛県松山市西垣生町・にしはぶまち

　　７９０-０００２・愛媛県松山市二番町・にはﾞんちよう

　　７９１-４５０９・愛媛県松山市饒・によう

　　７９１-４４３２・愛媛県松山市野忽那・のぐつな

　　７９１-８０８２・愛媛県松山市梅津寺町・はﾞいしんじまち

　　７９９-２４０３・愛媛県松山市萩原・はぎわら

　　７９１-０１１３・愛媛県松山市白水台・はくすいだい

　　７９０-０９１３・愛媛県松山市畑寺・はたでら

　　７９０-０９１２・愛媛県松山市畑寺町・はたでらまち

　　７９１-４５１０・愛媛県松山市畑里・はたり

　　７９９-２４２４・愛媛県松山市八反地・はつたんじ

　　７９０-０００５・愛媛県松山市花園町・はなぞのまち

　　７９１-８０６６・愛媛県松山市祓川・はらいかわ

　　７９０-００５５・愛媛県松山市針田町・はりたまち

　　７９１-８０８７・愛媛県松山市春美町・はるみちよう

　　７９０-０９３２・愛媛県松山市東石井・ひがしいしい

　　７９０-０８７１・愛媛県松山市東一万町・ひがしいちまんまち

　　７９９-２６４９・愛媛県松山市東大栗町・ひがしおおぐりちよう

　　７９１-１１２３・愛媛県松山市東方町・ひがしがたまち

　　７９１-０１３３・愛媛県松山市東川町・ひがしがわまち

　　７９１-８００５・愛媛県松山市東長戸・ひがしながと

　　７９０-０９０３・愛媛県松山市東野・ひがしの

　　７９１-８０４３・愛媛県松山市東垣生町・ひがしはぶまち

　　７９１-８０７４・愛媛県松山市東山町・ひがしやままち

　　７９０-０９６１・愛媛県松山市日の出町・ひのでまち

　　７９１-８０７５・愛媛県松山市ひばりケ丘・ひはﾞりがおか

　　７９１-８０１２・愛媛県松山市姫原・ひめはﾞら

　　７９１-０２４３・愛媛県松山市平井町・ひらいまち

　　７９１-８００１・愛媛県松山市平田町・ひらたまち

　　７９９-２４５２・愛媛県松山市平林・ ひらはﾞやじ

　　７９０-０９２１・愛媛県松山市福音寺町・ふくおんじまち

　　７９９-２６５２・愛媛県松山市福角町・ふくずみちよう

　　７９１-０１２８・愛媛県松山市福見川町・ふくみがわまち

　　７９１-０１２７・愛媛県松山市藤野町・ふじのまち

　　７９０-００３５・愛媛県松山市藤原・ふじわら

　　７９０-００３４・愛媛県松山市藤原町・ふじわらまち

　　７９１-４３２３・愛媛県松山市二神・ふたがみ

　　７９９-２４３５・愛媛県松山市府中・ふちゆう

　　７９１-８０７３・愛媛県松山市船ケ谷町・ふねがたにちよう

　　７９９-２４５３・愛媛県松山市麓・ふもと

　　７９０-０９４５・愛媛県松山市古川町・ふるかわまち

　　７９０-０９４４・愛媛県松山市古川西・ ふるかわにじ

　　７９０-０９４３・愛媛県松山市古川南・ふるかわみなみ

　　７９０-０９４２・愛媛県松山市古川北・ふるかわきた

　　７９１-８０６７・愛媛県松山市古三津・ふるみつ

　　７９１-８０６７・愛媛県松山市古三津町・ふるみつまち

　　７９０-０８２６・愛媛県松山市文京町・ぶんきようちよう

　　７９０-０８０７・愛媛県松山市平和通・へいわどおり



　　７９１-８０５６・愛媛県松山市別府町・べふちよう

　　７９９-２４３１・愛媛県松山市北条・ほうじよう

　　７９９-２４３０・愛媛県松山市北条辻・ほうじようつじ

　　７９０-００４１・愛媛県松山市保免上・ほうめんかみ

　　７９０-００４２・愛媛県松山市保免中・ほうめんなか

　　７９０-００４３・愛媛県松山市保免西・ ほうめんにじ

　　７９０-０９２２・愛媛県松山市星岡・ほしおか

　　７９０-０９２２・愛媛県松山市星岡町・ほしおかまち

　　７９９-２６５１・愛媛県松山市堀江町・ほりえちよう

　　７９０-０００７・愛媛県松山市堀之内・ほりのうち

　　７９９-２４５６・愛媛県松山市本谷・ほんだに

　　７９０-０８１１・愛媛県松山市本町・ほんまち

　　７９９-２４２１・愛媛県松山市正岡神田・まさおかかんだ

　　７９０-０８１２・愛媛県松山市松前町・まさきまち

　　７９０-００２１・愛媛県松山市真砂町・まさごちよう

　　７９１-８０５４・愛媛県松山市松江町・まつえちよう

　　７９０-０９１５・愛媛県松山市松末・まつすえ

　　７９１-８０７１・愛媛県松山市松ノ木・まつのき

　　７９０-０００８・愛媛県松山市丸之内・まるのうち

　　７９０-０８１４・愛媛県松山市味酒町・みさけまち

　　７９１-８０２２・愛媛県松山市美沢・みさわ

　　７９１-８０６５・愛媛県松山市三杉町・みすぎまち

　　７９１-０１０１・愛媛県松山市溝辺町・みぞのべまち

　　７９０-０８７５・愛媛県松山市御宝町・みたからまち

　　７９１-８０６１・愛媛県松山市三津・みつ

　　７９１-８０６０・愛媛県松山市三津ふ頭・みつふとう

　　７９１-８０６８・愛媛県松山市みどりケ丘・みどりがおか

　　７９０-０８０６・愛媛県松山市緑町・みどりまち

　　７９１-０２４４・愛媛県松山市水泥町・みどろまち

　　７９１-０１３１・愛媛県松山市水口町・みなくちまち

　　７９０-００１２・愛媛県松山市湊町・みなとまち

　　７９１-８０８５・愛媛県松山市港山町・みなとやままち

　　７９１-０２４５・愛媛県松山市南梅本町・みなみうめもとまち

　　７９０-００６２・愛媛県松山市南江戸・みなみえど

　　７９０-００６１・愛媛県松山市南江戸町・みなみえどまち

　　７９０-０９２４・愛媛県松山市南久米町・みなみくめまち

　　７９１-８０３２・愛媛県松山市南斎院町・みなみさやちよう

　　７９１-１１１２・愛媛県松山市南高井町・みなみたかいまち

　　７９１-１１１６・愛媛県松山市南土居町・みなみどいまち

　　７９１-０１１４・愛媛県松山市南白水・みなみはくすい

　　７９０-０００６・愛媛県松山市南堀端町・みなみほりはﾞたちよう

　　７９０-０８５６・愛媛県松山市南町・みなみまち

　　７９０-０８７４・愛媛県松山市南持田町・みなみもちだまち

　　７９１-８０４２・愛媛県松山市南吉田町・みなみよしだまち

　　７９９-２４４１・愛媛県松山市宮内・みやうち

　　７９０-００６６・愛媛県松山市宮田町・みやたまち

　　７９０-００６５・愛媛県松山市宮西・ みやにじ

　　７９１-４５０４・愛媛県松山市宮野・みやの

　　７９０-０８２４・愛媛県松山市御幸・みゆき

　　７９１-８０２７・愛媛県松山市明神丘・みようじんおか

　　７９１-４４３１・愛媛県松山市睦月・むつﾞき

　　７９０-００２６・愛媛県松山市室町・むろまち

　　７９０-０８５５・愛媛県松山市持田町・もちだまち

　　７９１-４３２１・愛媛県松山市元怒和・もとぬわ

　　７９１-８０６４・愛媛県松山市元町・もとまち

　　７９０-０８６１・愛媛県松山市紅葉町・もみじまち

　　７９１-１１１３・愛媛県松山市森松町・もりまつまち

　　７９９-２４６４・愛媛県松山市安岡・やすおか

　　７９０-２６４１・愛媛県松山市柳谷町・やないだにまち

　　７９０-００１４・愛媛県松山市柳井町・やないまち

　　７９９-２４３４・愛媛県松山市柳原・やなぎはら

　　７９１-８０１３・愛媛県松山市山越（丁目）・やまごえ

　　７９１-８０１４・愛媛県松山市山越町・やまごえまち

　　７９０-０８３１・愛媛県松山市山田町・やまだちよう

　　７９１-８０２６・愛媛県松山市山西町・やまにしちよう

　　７９０-００３１・愛媛県松山市雄郡・ゆうぐん

　　７９１-０１２１・愛媛県松山市湯の山・ゆのやま

　　７９１-０１２０・愛媛県松山市湯の山東・ ゆのやまひがじ

　　７９１-０１２５・愛媛県松山市湯山柳・ゆやまやなぎ

　　７９１-８０９２・愛媛県松山市由良町・ゆらまち



　　７９０-０８６２・愛媛県松山市湯渡町・ゆわたりまち

　　７９０-００４５・愛媛県松山市余戸中・ようごなか

　　７９０-００４４・愛媛県松山市余戸東・ ようごひがじ

　　７９０-００４６・愛媛県松山市余戸西・ ようごにじ

　　７９０-００４７・愛媛県松山市余戸南・ようごみなみ

　　７９９-２４４４・愛媛県松山市横谷・よこだに

　　７９１-４５０８・愛媛県松山市吉木・よしき

　　７９１-８０６９・愛媛県松山市吉野町・よしのちよう

　　７９１-８０１１・愛媛県松山市吉藤・よしふじ

　　７９１-８０２１・愛媛県松山市六軒家町・ろつけんやちよう

　　７９０-０８０８・愛媛県松山市若草町・わかくさちよう

　　７９１-８０５３・愛媛県松山市若葉町・わかはﾞちよう

　　７９９-２６５６・愛媛県松山市和気町・わけまち

　　７９９-２４６５・愛媛県松山市和田・わだ

　　７９４-００００・愛媛県今治市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７９４-００８１・愛媛県今治市阿方・あがた

　　７９９-１６０７・愛媛県今治市朝倉上・あさくらかみ

　　７９９-１６０４・愛媛県今治市朝倉北・あさくらきた

　　７９９-１６０３・愛媛県今治市朝倉下・あさくらしも

　　７９９-１６０６・愛媛県今治市朝倉南乙・あさくらみなみおつ

　　７９９-１６０５・愛媛県今治市朝倉南甲・あさくらみなみこう

　　７９９-１６０８・愛媛県今治市朝倉南丙・あさくらみなみへい

　　７９４-００４２・愛媛県今治市旭町・あさひまち

　　７９４-０８６１・愛媛県今治市五十嵐・ いかなじ

　　７９４-００８５・愛媛県今治市いこいの丘・いこいのおか

　　７９４-０００６・愛媛県今治市石井町・いしいちよう

　　７９４-０８２４・愛媛県今治市石橋町・いしはﾞしちよう

　　７９４-００５７・愛媛県今治市泉川町・いずみがわちよう

　　７９４-００１４・愛媛県今治市今治村（比岐島）・いまはﾞりむら(ひきじま)

　　７９９-２１１６・愛媛県今治市内堀・うちほﾞり

　　７９４-００６２・愛媛県今治市馬越町・うまごえちよう

　　７９４-００６１・愛媛県今治市馬越二番耕地・うまごえにはﾞんこうち

　　７９９-２１２３・愛媛県今治市馬島・うましま

　　７９４-００３５・愛媛県今治市枝堀町・えだほﾞりちよう

　　７９４-００３１・愛媛県今治市恵美須町・えびすちよう

　　７９４-００８４・愛媛県今治市延喜・えんぎ

　　７９４-０００５・愛媛県今治市大新田町・おおしんでんちよう

　　７９９-２２０４・愛媛県今治市大西町大井浜・おおにしちようおおいはま

　　７９９-２２０１・愛媛県今治市大西町九王・おおにしちようくおう

　　７９９-２２０２・愛媛県今治市大西町紺原・おおにしちようこんはﾞら

　　７９９-２２０３・愛媛県今治市大西町新町・おおにしちようしんまち

　　７９９-２２０９・愛媛県今治市大西町別府・おおにしちようべふ

　　７９９-２２０８・愛媛県今治市大西町星浦・おおにしちようほしのうら

　　７９９-２２０５・愛媛県今治市大西町宮脇・おおにしちようみやわき

　　７９９-２２０７・愛媛県今治市大西町山之内・おおにしちようやまのうち

　　７９９-２２０６・愛媛県今治市大西町脇・おおにしちようわき

　　７９４-０００２・愛媛県今治市大浜町・おおはまちよう

　　７９４-１３０３・愛媛県今治市大三島町明日・おおみしまちようあけび

　　７９４-１３０５・愛媛県今治市大三島町台・おおみしまちよううてな

　　７９４-１３０８・愛媛県今治市大三島町浦戸・おおみしまちよううらど

　　７９４-１３０２・愛媛県今治市大三島町大見・おおみしまちようおおみ

　　７９４-１３０７・愛媛県今治市大三島町口総・おおみしまちようくちすほﾞ

　　７９４-１３０６・愛媛県今治市大三島町野々江・おおみしまちようののえ

　　７９４-１３０１・愛媛県今治市大三島町肥海・おおみしまちようひがい

　　７９４-１３０４・愛媛県今治市大三島町宮浦・おおみしまちようみやうら

　　７９４-１３０９・愛媛県今治市大三島町宗方・おおみしまちようむながた

　　７９４-００１７・愛媛県今治市風早町・かざはやちよう

　　７９４-００１３・愛媛県今治市片原町・かたはらちよう

　　７９４-００６３・愛媛県今治市片山・かたやま

　　７９４-０８２２・愛媛県今治市河南町・かなんちよう

　　７９４-０００４・愛媛県今治市鐘場町・かねはﾞちよう

　　７９４-１４０３・愛媛県今治市上浦町甘崎・かみうらちようあまざき

　　７９４-１４０２・愛媛県今治市上浦町井口・かみうらちよういのくち

　　７９４-１４０１・愛媛県今治市上浦町盛・かみうらちようさかり

　　７９４-１４０４・愛媛県今治市上浦町瀬戸・かみうらちようせと

　　７９９-１５１１・愛媛県今治市上徳・かみとく

　　７９９-１５３１・愛媛県今治市唐子台東・ からこだいひがじ

　　７９９-１５３２・愛媛県今治市唐子台西・ からこだいにじ

　　７９４-００７４・愛媛県今治市神宮・かんのみや

　　７９４-０８０４・愛媛県今治市祇園町・ぎおんちよう



　　７９９-２３０４・愛媛県今治市菊間町池原・きくまちよういけのはら

　　７９９-２３０７・愛媛県今治市菊間町川上・きくまちようかわかみ

　　７９９-２３０６・愛媛県今治市菊間町河之内・きくまちようかわのうち

　　７９９-２３０９・愛媛県今治市菊間町高田・きくまちようこうだ

　　７９９-２３０１・愛媛県今治市菊間町佐方・きくまちようさがた

　　７９９-２３０２・愛媛県今治市菊間町種・きくまちようたね

　　７９９-２３１２・愛媛県今治市菊間町田之尻・きくまちようたのしり

　　７９９-２３１０・愛媛県今治市菊間町長坂・きくまちようながさか

　　７９９-２３０８・愛媛県今治市菊間町中川・きくまちようなかのかわ

　　７９９-２３１１・愛媛県今治市菊間町西山・きくまちようにしやま

　　７９９-２３０３・愛媛県今治市菊間町浜・きくまちようはま

　　７９９-２３０５・愛媛県今治市菊間町松尾・きくまちようまつお

　　７９４-０８１２・愛媛県今治市北高下町・きたこうげちよう

　　７９４-０８０３・愛媛県今治市北鳥生町・きたとりうちよう

　　７９４-００１１・愛媛県今治市北浜町・きたはまちよう

　　７９４-００５４・愛媛県今治市北日吉町・きたひよしちよう

　　７９４-００２８・愛媛県今治市北宝来町・きたほうらいちよう

　　７９９-１５０２・愛媛県今治市喜田村（丁目）・きたむら

　　７９９-１５０１・愛媛県今治市喜田村（)・きたむら

　　７９４-０８１３・愛媛県今治市衣干町・きぬほﾞしちよう

　　７９４-００２４・愛媛県今治市共栄町・きようえいちよう

　　７９４-００４４・愛媛県今治市蔵敷町・くらしきちよう

　　７９４-００６９・愛媛県今治市クリエイティブヒルズ・くりえいていぶひるず

　　７９９-２１２２・愛媛県今治市来島（小島）・くるしま(おしま)

　　７９９-２１２１・愛媛県今治市来島（その他）・くるしま(そのた)

　　７９４-００５９・愛媛県今治市鯉池町・こいけちよう

　　７９４-００６４・愛媛県今治市小泉・こいずみ

　　７９４-０８２６・愛媛県今治市郷新屋敷町・ごうしんやしきちよう

　　７９４-０８２３・愛媛県今治市郷本町・ごうほんちよう

　　７９４-０８２５・愛媛県今治市郷六ケ内町・ごうろくがうちちよう

　　７９９-１５２３・愛媛県今治市郷桜井・ごうざくらい

　　７９４-０８０５・愛媛県今治市広紹寺町・こうじようじちよう

　　７９４-００５１・愛媛県今治市高地町・こうちちよう

　　７９９-２１１１・愛媛県今治市小浦町・こうらちよう

　　７９４-００３７・愛媛県今治市黄金町・こがねちよう

　　７９９-１５３３・愛媛県今治市国分・こくぶ

　　７９４-００２１・愛媛県今治市米屋町・こめやまち

　　７９９-１６０１・愛媛県今治市古谷・こや

　　７９４-００２３・愛媛県今治市栄町・さかえまち

　　７９９-１５２２・愛媛県今治市桜井（丁目）・さくらい

　　７９９-１５２４・愛媛県今治市桜井（)・さくらい

　　７９９-１５３４・愛媛県今治市桜井団地・さくらいだんち

　　７９９-２１１７・愛媛県今治市地堀・じほﾞり

　　７９４-００８６・愛媛県今治市しまなみの杜・しまなみのもり

　　７９４-００８７・愛媛県今治市しまなみヒルズ・しまなみひるず

　　７９４-００３８・愛媛県今治市末広町・すえひろちよう

　　７９４-０００１・愛媛県今治市砂場町・すなはﾞちよう

　　７９４-１１０３・愛媛県今治市関前大下・せきぜんおおげ

　　７９４-１１０１・愛媛県今治市関前岡村・せきぜんおかむら

　　７９４-１１０２・愛媛県今治市関前小大下・せきぜんこおげ

　　７９４-００５８・愛媛県今治市蒼社町・そうしやちよう

　　７９９-２１１４・愛媛県今治市杣田・そまだ

　　７９４-００２５・愛媛県今治市大正町・たいしようちよう

　　７９９-１５１２・愛媛県今治市高市・たかいち

　　７９４-００６６・愛媛県今治市高橋・ たかはじ

　　７９４-００６７・愛媛県今治市高橋ふれあいの丘・たかはしふれあいのおか

　　７９９-２１１３・愛媛県今治市高部・たかべ

　　７９４-００８３・愛媛県今治市宅間・たくま

　　７９４-０８２１・愛媛県今治市立花町・たちはﾞなちよう

　　７９４-０１０２・愛媛県今治市玉川町大野・たまがわちようおおの

　　７９４-０１１７・愛媛県今治市玉川町鬼原・たまがわちようおにはﾞら

　　７９４-０１２５・愛媛県今治市玉川町葛谷・たまがわちようかずらたに

　　７９４-０１０７・愛媛県今治市玉川町桂・たまがわちようかつら

　　７９４-０１２２・愛媛県今治市玉川町木地・たまがわちようきじ

　　７９４-０１１５・愛媛県今治市玉川町高野・たまがわちようこうや

　　７９４-０１１２・愛媛県今治市玉川町小鴨部・たまがわちようこかんべ

　　７９４-０１０１・愛媛県今治市玉川町三反地・たまがわちようさんだんじ

　　７９４-０１０４・愛媛県今治市玉川町摺木・たまがわちようするぎ

　　７９４-０１０９・愛媛県今治市玉川町長谷・たまがわちようながたに

　　７９４-０１１１・愛媛県今治市玉川町中村・たまがわちようなかむら



　　７９４-０１０６・愛媛県今治市玉川町鍋地・たまがわちようなべじ

　　７９４-０１２１・愛媛県今治市玉川町鈍川・たまがわちようにぶかわ

　　７９４-０１１６・愛媛県今治市玉川町畑寺・たまがわちようはたでら

　　７９４-０１１３・愛媛県今治市玉川町別所・たまがわちようべつしよ

　　７９４-０１０３・愛媛県今治市玉川町法界寺・たまがわちようほうかいじ

　　７９４-０１０８・愛媛県今治市玉川町御厩・たまがわちようみまや

　　７９４-０１１４・愛媛県今治市玉川町八幡・たまがわちようやわた

　　７９４-０１０５・愛媛県今治市玉川町與和木・たまがわちようよわぎ

　　７９４-０１２４・愛媛県今治市玉川町龍岡上・たまがわちようりゆうおかかみ

　　７９４-０１２３・愛媛県今治市玉川町龍岡下・たまがわちようりゆうおかしも

　　７９９-１５３６・愛媛県今治市旦・だん

　　７９４-０００７・愛媛県今治市近見町・ちかみちよう

　　７９４-０８２７・愛媛県今治市辻堂・つじどう

　　７９４-０８１５・愛媛県今治市土橋町・つちはﾞしちよう

　　７９４-００３２・愛媛県今治市天保山町・てんほﾟうざんちよう

　　７９４-００３６・愛媛県今治市通町・とおりちよう

　　７９４-００１５・愛媛県今治市常盤町・ときわちよう

　　７９４-０８６３・愛媛県今治市徳重・とくしげ

　　７９９-１５０３・愛媛県今治市富田新港・とみたしんこう

　　７９９-１５２７・愛媛県今治市長沢・ながさわ

　　７９４-０８４０・愛媛県今治市中寺・なかでら

　　７９４-００１６・愛媛県今治市中浜町・なかはﾞまちよう

　　７９４-００５５・愛媛県今治市中日吉町・なかひよしちよう

　　７９９-２１１５・愛媛県今治市中堀・なかほﾞり

　　７９９-２１１０・愛媛県今治市波方町大浦・なみかたちようおおうら

　　７９９-２１０８・愛媛県今治市波方町岡・なみかたちようおか

　　７９９-２１０３・愛媛県今治市波方町小部・なみかたちようおべ

　　７９９-２１１０・愛媛県今治市波方町郷・なみかたちようごう

　　７９９-２１０１・愛媛県今治市波方町波方・なみかたちようなみかた

　　７９９-２１０７・愛媛県今治市波方町西浦・なみかたちようにしうら

　　７９９-２１０２・愛媛県今治市波方町樋口・なみかたちようひのくち

　　７９９-２１０５・愛媛県今治市波方町馬刀潟・なみかたちようまてがた

　　７９９-２１０４・愛媛県今治市波方町宮崎・なみかたちようみやざき

　　７９９-２１０６・愛媛県今治市波方町森上・なみかたちようもりあげ

　　７９９-２１０９・愛媛県今治市波方町養老・なみかたちようようろう

　　７９４-００６８・愛媛県今治市にぎわい広場・にぎわいひろはﾞ

　　７９４-０８５０・愛媛県今治市新谷・にや

　　７９９-１５３５・愛媛県今治市登畑・のほﾞりはﾞた

　　７９４-００８２・愛媛県今治市野間・のま

　　７９９-１５０４・愛媛県今治市拝志・ はいじ

　　７９４-２３０１・愛媛県今治市伯方町有津・はかたちようあろうつﾞ

　　７９４-２３０３・愛媛県今治市伯方町伊方・はかたちよういかた

　　７９４-２３０２・愛媛県今治市伯方町叶浦・はかたちようかのうら

　　７９４-２３０４・愛媛県今治市伯方町北浦・はかたちようきたうら

　　７９４-２３０５・愛媛県今治市伯方町木浦・はかたちようきのうら

　　７９９-２１１２・愛媛県今治市波止浜（丁目）・はしはま

　　７９９-２１１８・愛媛県今治市波止浜（)・はしはま

　　７９４-０８３１・愛媛県今治市八町東・ はつちようひがじ

　　７９４-０８３２・愛媛県今治市八町西・ はつちようにじ

　　７９４-０８０１・愛媛県今治市東鳥生町・ひがしとりうちよう

　　７９９-１５０６・愛媛県今治市東村（丁目）・ひがしむら

　　７９９-１５０５・愛媛県今治市東村（)・ひがしむら

　　７９９-１５０７・愛媛県今治市東村南・ひがしむらみなみ

　　７９４-００３３・愛媛県今治市東門町・ひがしもんちよう

　　７９９-１５２１・愛媛県今治市古国分・ふるこくぶ

　　７９４-００２６・愛媛県今治市別宮町・べつくちよう

　　７９４-００６５・愛媛県今治市別名・べつみよう

　　７９４-００１８・愛媛県今治市本町・ほんまち

　　７９９-１５２６・愛媛県今治市孫兵衛作・まごべえさく

　　７９９-１５１４・愛媛県今治市町谷・まちや

　　７９９-１５１３・愛媛県今治市松木・まつぎ

　　７９４-００４１・愛媛県今治市松本町・まつもとちよう

　　７９４-００３４・愛媛県今治市美須賀町・みすかちよう

　　７９４-０００３・愛媛県今治市湊町・みなとちよう

　　７９４-０８１１・愛媛県今治市南高下町・みなみこうげちよう

　　７９４-００２７・愛媛県今治市南大門町・みなみだいもんちよう

　　７９４-０８０２・愛媛県今治市南鳥生町・みなみとりうちよう

　　７９４-００５６・愛媛県今治市南日吉町・みなみひよしちよう

　　７９４-００４３・愛媛県今治市南宝来町・みなみほうらいちよう

　　７９４-００１２・愛媛県今治市美保町・みほちよう



　　７９９-１５３７・愛媛県今治市宮ヶ崎・みやがさき

　　７９２-００８０・愛媛県今治市宮窪町四阪島・みやくほﾞちようしさかじま

　　７９４-２２０４・愛媛県今治市宮窪町友浦・みやくほﾞちようともうら

　　７９４-２２０１・愛媛県今治市宮窪町早川・みやくほﾞちようはやかわ

　　７９４-２２０３・愛媛県今治市宮窪町宮窪・みやくほﾞちようみやくほﾞ

　　７９４-２２０２・愛媛県今治市宮窪町余所国・みやくほﾞちようよそくに

　　７９４-００５２・愛媛県今治市宮下町・みやしたちよう

　　７９４-００２２・愛媛県今治市室屋町・むろやちよう

　　７９４-００７３・愛媛県今治市矢田・やた

　　７９４-００５３・愛媛県今治市山方町・やまかたちよう

　　７９９-１６０２・愛媛県今治市山口・やまぐち

　　７９４-００７２・愛媛県今治市山路・やまじ

　　７９４-００７１・愛媛県今治市山路町・やまじちよう

　　７９９-１５２５・愛媛県今治市湯ノ浦・ゆのうら

　　７９４-０８１４・愛媛県今治市横田町・よこたちよう

　　７９４-２１１１・愛媛県今治市吉海町幸新田・よしうみちようさいわいしんでん

　　７９４-２１１７・愛媛県今治市吉海町正味・よしうみちようしようみ

　　７９４-２１０１・愛媛県今治市吉海町田浦・よしうみちようたのうら

　　７９４-２１１９・愛媛県今治市吉海町津島・よしうみちようつしま

　　７９４-２１０２・愛媛県今治市吉海町泊・よしうみちようとまり

　　７９４-２１１６・愛媛県今治市吉海町名駒・よしうみちようなごま

　　７９４-２１０４・愛媛県今治市吉海町仁江・よしうみちようにえ

　　７９４-２１０３・愛媛県今治市吉海町福田・よしうみちようふくだ

　　７９４-２１１８・愛媛県今治市吉海町臥間・よしうみちようふすま

　　７９４-２１１２・愛媛県今治市吉海町本庄・よしうみちようほんじよう

　　７９４-２１１５・愛媛県今治市吉海町南浦・よしうみちようみなみうら

　　７９４-２１１４・愛媛県今治市吉海町名・よしうみちようみよう

　　７９４-２１１３・愛媛県今治市吉海町椋名・よしうみちようむくな

　　７９４-２１１０・愛媛県今治市吉海町八幡・よしうみちようやわた

　　７９４-０８６２・愛媛県今治市四村・よむら

　　７９８-００００・愛媛県宇和島市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７９８-００３０・愛媛県宇和島市曙町・あけほﾞのちよう

　　７９８-０００４・愛媛県宇和島市朝日町・あさひまち

　　７９８-００４２・愛媛県宇和島市愛宕町・あたごちよう

　　７９８-００２６・愛媛県宇和島市泉町・いずみまち

　　７９８-００２３・愛媛県宇和島市伊吹町（北宇和島町）・きたうわじまちよう

　　７９８-００２４・愛媛県宇和島市伊吹町（北通）・いぶきちよう(きたどおり)

　　７９８-００２５・愛媛県宇和島市伊吹町（東通）・いぶきちよう(ひがしどおり)

　　７９８-００２２・愛媛県宇和島市伊吹町（その他）・いぶきちよう(そのた)

　　７９８-００７８・愛媛県宇和島市祝森・いわいのもり

　　７９８-００４３・愛媛県宇和島市宇和津町・うわつちよう

　　７９８-００３２・愛媛県宇和島市恵美須町・えびすまち

　　７９８-０００１・愛媛県宇和島市大浦（赤松）・おおうら(あかまつ)

　　７９８-０００２・愛媛県宇和島市大浦（その他）・おおうら(そのた)

　　７９８-００３９・愛媛県宇和島市大宮町・おおみやちよう

　　７９８-００６３・愛媛県宇和島市御徒町・おかちまち

　　７９８-００２７・愛媛県宇和島市柿原・かきはら

　　７９８-００５３・愛媛県宇和島市賀古町・かこちよう

　　７９８-００７６・愛媛県宇和島市川内（薬師谷）・かわち(やくしだに)

　　７９８-００７５・愛媛県宇和島市川内（その他）・かわち(そのた)

　　７９８-００１０・愛媛県宇和島市北新町・きたしんまち

　　７９８-００５２・愛媛県宇和島市京町・きようまち

　　７９８-００９３・愛媛県宇和島市小池・こいけ

　　７９８-００９１・愛媛県宇和島市石応・こくほﾞ

　　７９８-００６１・愛媛県宇和島市御殿町・ごてんまち

　　７９８-０００７・愛媛県宇和島市寿町・ことぶきちよう

　　７９８-００９２・愛媛県宇和島市小浜・こはま

　　７９８-０２１１・愛媛県宇和島市蒋渕・こもぶち

　　７９８-００６４・愛媛県宇和島市佐伯町・さいきまち

　　７９８-００３１・愛媛県宇和島市栄町港・さかえまちみなと

　　７９８-００８７・愛媛県宇和島市坂下津・さかしつﾞ

　　７９８-００６２・愛媛県宇和島市桜町・さくらまち

　　７９８-００５４・愛媛県宇和島市笹町・ささまち

　　７９８-０１０４・愛媛県宇和島市下波・したはﾞ

　　７９８-００９０・愛媛県宇和島市白浜・しらはま

　　７９８-００７０・愛媛県宇和島市神田川原・じんでんがわら

　　７９８-００８０・愛媛県宇和島市新田町・しんでんちよう

　　７９８-００３５・愛媛県宇和島市新町・しんまち

　　７９８-００１１・愛媛県宇和島市須賀通・すかどおり

　　７９８-０００３・愛媛県宇和島市住吉町・すみよしちよう



　　７９８-００４５・愛媛県宇和島市大超寺奥・だいちようじおく

　　７９８-００２０・愛媛県宇和島市高串・ たかぐじ

　　７９８-００４０・愛媛県宇和島市中央町・ちゆうおうちよう

　　７９８-０００５・愛媛県宇和島市築地町・つきじちよう

　　７９８-３３４４・愛媛県宇和島市津島町嵐・ つしまちようあらじ

　　７９８-３３１１・愛媛県宇和島市津島町岩渕・つしまちよういわぶち

　　７９８-３３０１・愛媛県宇和島市津島町岩松・つしまちよういわまつ

　　７９８-３３３１・愛媛県宇和島市津島町後・つしまちよううしろ

　　７９８-３３４２・愛媛県宇和島市津島町浦知・つしまちよううらしり

　　７９８-３３４１・愛媛県宇和島市津島町塩定・つしまちようえんじよう

　　７９８-３３３７・愛媛県宇和島市津島町大浦・つしまちようおおうら

　　７９８-３３３８・愛媛県宇和島市津島町柿之浦・つしまちようかきのうら

　　７９８-３３２３・愛媛県宇和島市津島町上畑地・つしまちようかみはたじ

　　７９８-３３６２・愛媛県宇和島市津島町北灘乙・つしまちようきたなだおつ

　　７９８-３３６１・愛媛県宇和島市津島町北灘甲・つしまちようきたなだこう

　　７９８-３３６３・愛媛県宇和島市津島町北灘丙・つしまちようきたなだへい

　　７９８-３３６４・愛媛県宇和島市津島町北灘丁（大日提）・きたなだてい

　　７９８-３３６４・愛媛県宇和島市津島町北灘丁（小日提）・きたなだてい)

　　７９８-３３１２・愛媛県宇和島市津島町山財・つしまちようさんざい

　　７９８-３３２２・愛媛県宇和島市津島町下畑地乙（上槇）・つしまちよう

　　７９８-３３２１・愛媛県宇和島市津島町下畑地（乙を除く）・つしまちよう

　　７９８-３３３２・愛媛県宇和島市津島町須下・つしまちようすげ

　　７９８-３３５６・愛媛県宇和島市津島町曽根・つしまちようそね

　　７９８-３３５４・愛媛県宇和島市津島町田颪・ つしまちようたおろじ

　　７９８-３３０２・愛媛県宇和島市津島町高田・つしまちようたかた

　　７９８-３３５８・愛媛県宇和島市津島町竹ケ島・つしまちようたけがしま

　　７９８-３３５７・愛媛県宇和島市津島町田之浜・つしまちようたのはま

　　７９８-３３０３・愛媛県宇和島市津島町近家・つしまちようちかいえ

　　７９８-３３５２・愛媛県宇和島市津島町坪井・つしまちようつほﾞい

　　７９８-３３５３・愛媛県宇和島市津島町泥目水・つしまちようどろめず

　　７９８-３３３３・愛媛県宇和島市津島町成・つしまちようなる

　　７９８-３３４６・愛媛県宇和島市津島町鼡鳴・つしまちようねずなき

　　７９８-３３４３・愛媛県宇和島市津島町針木・つしまちようはりぎ

　　７９８-３３３５・愛媛県宇和島市津島町平井・つしまちようひらい

　　７９８-３３３６・愛媛県宇和島市津島町曲烏・つしまちようまがらす

　　７９８-３２７２・愛媛県宇和島市津島町槇川・つしまちようまきがわ

　　７９８-３３１３・愛媛県宇和島市津島町増穂・つしまちようますほ

　　７９８-３２７１・愛媛県宇和島市津島町御内・つしまちようみうち

　　７９８-３３５１・愛媛県宇和島市津島町弓立・つしまちようゆだち

　　７９８-３３４５・愛媛県宇和島市津島町横浦・つしまちようよこうら

　　７９８-３３３４・愛媛県宇和島市津島町漁家・つしまちようりようけ

　　７９８-３３５５・愛媛県宇和島市津島町脇・つしまちようわき

　　７９８-００３３・愛媛県宇和島市鶴島町・つるしまちよう

　　７９８-００６５・愛媛県宇和島市天赦公園・てんしやこうえん

　　７９８-００３６・愛媛県宇和島市天神町・てんじんまち

　　７９８-０２１２・愛媛県宇和島市戸島・とじま

　　７９８-００８１・愛媛県宇和島市中沢町・なかざわちよう

　　７９８-００８２・愛媛県宇和島市長堀・ながほり

　　７９８-００８３・愛媛県宇和島市夏目町・なつめちよう

　　７９８-００７４・愛媛県宇和島市並松・なみまつ

　　７９８-００３４・愛媛県宇和島市錦町・にしきまち

　　７９８-２１４６・愛媛県宇和島市野川（滑床）・のがわ(なめとこ)

　　７９８-００４４・愛媛県宇和島市野川（その他）・のがわ(そのた)

　　７９８-００９８・愛媛県宇和島市蛤・はまぐり

　　７９８-００９９・愛媛県宇和島市日振島・ひぶりしま

　　７９８-００９７・愛媛県宇和島市百之浦・ひやくのうら

　　７９８-００９５・愛媛県宇和島市平浦・ひらうら

　　７９８-００５１・愛媛県宇和島市広小路・ひろこうじ

　　７９８-００１０・愛媛県宇和島市藤江・ふじえ

　　７９８-００６６・愛媛県宇和島市文京町・ぶんきようちよう

　　７９８-００８６・愛媛県宇和島市別当・べつとう

　　７９８-０００６・愛媛県宇和島市弁天町・べんてんちよう

　　７９８-００８８・愛媛県宇和島市保手・ほで

　　７９８-００５０・愛媛県宇和島市堀端町・ほりはﾞたちよう

　　７９８-００９６・愛媛県宇和島市本九島・ほんくしま

　　７９８-００４１・愛媛県宇和島市本町追手・ほんまちおうて

　　７９８-００６７・愛媛県宇和島市桝形町・ますがたちよう

　　７９８-００３７・愛媛県宇和島市丸穂町（丁目）・まるおちよう

　　７９８-００３８・愛媛県宇和島市丸穂（)・まるお

　　７９８-００６０・愛媛県宇和島市丸之内・まるのうち



　　７９８-０１０１・愛媛県宇和島市三浦東・ みうらひがじ

　　７９８-０１０２・愛媛県宇和島市三浦西・ みうらにじ

　　７９８-００２１・愛媛県宇和島市光満・みつま

　　７９８-１１３６・愛媛県宇和島市三間町大内・みまちようおおうち

　　７９８-１１０１・愛媛県宇和島市三間町大藤・みまちようおおふじ

　　７９８-１１４１・愛媛県宇和島市三間町音地・みまちようおんじ

　　７９８-１１３４・愛媛県宇和島市三間町金銅・みまちようかなどう

　　７９８-１１３７・愛媛県宇和島市三間町兼近・みまちようかねちか

　　７９８-１１２１・愛媛県宇和島市三間町川之内・みまちようかわのうち

　　７９８-１１１１・愛媛県宇和島市三間町北増穂・みまちようきたますお

　　７９８-１１１６・愛媛県宇和島市三間町黒井地・みまちようくろいじ

　　７９８-１１４３・愛媛県宇和島市三間町黒川・みまちようくろかわ

　　７９８-１１２２・愛媛県宇和島市三間町小沢川・みまちようこそうがわ

　　７９８-１１３５・愛媛県宇和島市三間町古藤田・みまちようことうだ

　　７９８-１１３９・愛媛県宇和島市三間町是延・みまちようこれのぶ

　　７９８-１１０５・愛媛県宇和島市三間町是能・ みまちようこれよじ

　　７９８-１１０２・愛媛県宇和島市三間町則・みまちようすなわち

　　７９８-１１０４・愛媛県宇和島市三間町曽根・みまちようそね

　　７９８-１１３１・愛媛県宇和島市三間町田川・みまちようたがわ

　　７９８-１１３８・愛媛県宇和島市三間町土居垣内・みまちようどいかきうち

　　７９８-１１２５・愛媛県宇和島市三間町土居中・みまちようどいなか

　　７９８-１１１５・愛媛県宇和島市三間町戸雁・みまちようとがり

　　７９８-１１３３・愛媛県宇和島市三間町中野中・みまちようなかのなか

　　７９８-１１３２・愛媛県宇和島市三間町波岡・みまちようなみおか

　　７９８-１１０３・愛媛県宇和島市三間町成家・みまちようなるいえ

　　７９８-１１１３・愛媛県宇和島市三間町迫目・みまちようはざめ

　　７９８-１１２４・愛媛県宇和島市三間町増田・みまちようますだ

　　７９８-１１４２・愛媛県宇和島市三間町三間中間・みまちようみまなかいだ

　　７９８-１１１２・愛媛県宇和島市三間町宮野下・みまちようみやのした

　　７９８-１１１４・愛媛県宇和島市三間町務田・みまちようむでん

　　７９８-１１２３・愛媛県宇和島市三間町元宗・みまちようもとむね

　　７９８-００８５・愛媛県宇和島市宮下・みやした

　　７９８-００１３・愛媛県宇和島市御幸町・みゆきまち

　　７９８-００７１・愛媛県宇和島市妙典寺前・みようでんじまえ

　　７９８-００６８・愛媛県宇和島市明倫町・めいりんちよう

　　７９８-００７２・愛媛県宇和島市元結掛・もとゆいぎ

　　７９８-００７７・愛媛県宇和島市保田・やすだ

　　７９８-００７３・愛媛県宇和島市山際・やまぎわ

　　７９８-０１０３・愛媛県宇和島市遊子・ゆす

　　７９９-３７６３・愛媛県宇和島市吉田町浅川・よしだちようあさかわ

　　７９９-３７０４・愛媛県宇和島市吉田町魚棚・よしだちよううおたな

　　７９９-３７０６・愛媛県宇和島市吉田町裡町・よしだちよううらまち

　　７９９-３７５１・愛媛県宇和島市吉田町沖村・よしだちようおきむら

　　７９９-３７７２・愛媛県宇和島市吉田町奥浦・よしだちようおくうら

　　７９９-３７５２・愛媛県宇和島市吉田町河内・よしだちようかわち

　　７９９-３７０１・愛媛県宇和島市吉田町北小路・よしだちようきたこうじ

　　７９９-３７４１・愛媛県宇和島市吉田町白浦・よしだちようしろうら

　　７９９-３７３０・愛媛県宇和島市吉田町立間・よしだちようたちま

　　７９９-３７１０・愛媛県宇和島市吉田町立間尻・よしだちようたちまじり

　　７９９-３７２０・愛媛県宇和島市吉田町知永・よしだちようちなが

　　７９９-３７０７・愛媛県宇和島市吉田町鶴間（御殿内）・よしだちようつるま

　　７９９-３７６２・愛媛県宇和島市吉田町鶴間（鶴間団地）・よしだちようつるま

　　７９９-３７６１・愛媛県宇和島市吉田町鶴間（その他）・よしだちようつるま(そのた)

　　７９９-３７７１・愛媛県宇和島市吉田町南君・よしだちようなぎみ

　　７９９-３７０２・愛媛県宇和島市吉田町西小路・よしだちようにしこうじ

　　７９９-３７０３・愛媛県宇和島市吉田町東小路・よしだちようひがしこうじ

　　７９９-３７４３・愛媛県宇和島市吉田町深浦・よしだちようふかうら

　　７９９-３７４２・愛媛県宇和島市吉田町法花津・よしだちようほけつﾞ

　　７９９-３７０５・愛媛県宇和島市吉田町本町・よしだちようほんまち

　　７９８-００８４・愛媛県宇和島市寄松・よりまつ

　　７９８-００９４・愛媛県宇和島市蕨・わらび

　　７９８-００１４・愛媛県宇和島市和霊公園・われいこうえん

　　７９８-００１６・愛媛県宇和島市和霊中町・われいなかまち

　　７９８-００１７・愛媛県宇和島市和霊東町・われいひがしまち

　　７９８-００１５・愛媛県宇和島市和霊元町・われいもとまち

　　７９８-００１２・愛媛県宇和島市和霊町・われいちよう

　　７９６-００００・愛媛県八幡浜市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７９６-００８８・愛媛県八幡浜市八幡浜市の次に番地がくる場合・つぎにはﾞんち

　　７９６-００８１・愛媛県八幡浜市朝潮橋・ あさしおはﾞじ

　　７９６-００８６・愛媛県八幡浜市旭町・あさひまち



　　７９６-００５６・愛媛県八幡浜市愛宕・あたご

　　７９６-００５７・愛媛県八幡浜市愛宕山団地・あたごやまだんち

　　７９６-８０５４・愛媛県八幡浜市穴井・あない

　　７９６-００２２・愛媛県八幡浜市駅前・えきまえ

　　７９６-００３１・愛媛県八幡浜市江戸岡・えどおか

　　７９６-００６１・愛媛県八幡浜市海老崎・えびさき

　　７９６-００７３・愛媛県八幡浜市戎町・えびすまち

　　７９６-８０６０・愛媛県八幡浜市大島・おおしま

　　７９６-８００１・愛媛県八幡浜市大谷口・おおたにぐち

　　７９６-０００４・愛媛県八幡浜市大平（津羽井）・おおひら(つはﾞい)

　　７９６-０００２・愛媛県八幡浜市大平（花園町）・おおひら(はなぞのちよう)

　　７９６-０００３・愛媛県八幡浜市大平（その他）・おおひら(そのた)

　　７９６-００８７・愛媛県八幡浜市沖新田・おきしんでん

　　７９６-００５３・愛媛県八幡浜市海望園・かいほﾞうえん

　　７９６-００６５・愛媛県八幡浜市片山町・かたやまちよう

　　７９６-８０３６・愛媛県八幡浜市釜倉・かまのくら

　　７９６-８０５１・愛媛県八幡浜市川上町上泊・かわかみちようかみどまり

　　７９６-８０５０・愛媛県八幡浜市川上町川名津・かわかみちようかわなつﾞ

　　７９６-８０５２・愛媛県八幡浜市川上町白石・ かわかみちようしらいじ

　　７９６-８０２５・愛媛県八幡浜市川之内・かわのうち

　　７９６-００８２・愛媛県八幡浜市北大黒町・きただいこくまち

　　７９６-００４８・愛媛県八幡浜市北浜・きたはま

　　７９６-００１１・愛媛県八幡浜市木多町・きたまち

　　７９６-００４２・愛媛県八幡浜市喜多町・きたまち

　　７９６-００４６・愛媛県八幡浜市旧港・きゆうみなと

　　７９６-００７７・愛媛県八幡浜市旧役場前通・きゆうやくはﾞまえどおり

　　７９６-８０１５・愛媛県八幡浜市国木・くにぎ

　　７９６-８００８・愛媛県八幡浜市栗野浦・くりのうら

　　７９６-８０２０・愛媛県八幡浜市郷・ごう

　　７９６-８０４１・愛媛県八幡浜市合田・ごうだ

　　７９６-８０１０・愛媛県八幡浜市五反田・ごたんだ

　　７９６-００５４・愛媛県八幡浜市琴平町・ことひらちよう

　　７９６-００４１・愛媛県八幡浜市裁判所通・さいはﾞんしよどおり

　　７９６-００５１・愛媛県八幡浜市幸町・さいわいまち

　　７９６-８００４・愛媛県八幡浜市産業通・さんぎようどおり

　　７９６-８０４０・愛媛県八幡浜市舌間・したま

　　７９６-００６９・愛媛県八幡浜市下道・したみち

　　７９６-００２８・愛媛県八幡浜市清水町・しみずまち

　　７９６-００３８・愛媛県八幡浜市清水町花小路・しみずまちはなこうじ

　　７９６-００３７・愛媛県八幡浜市昭和通・しようわどおり

　　７９６-００４７・愛媛県八幡浜市白浜通・しろはまどおり

　　７９６-００６２・愛媛県八幡浜市新栄町・しんえいちよう

　　７９６-００３６・愛媛県八幡浜市新川・しんかわ

　　７９６-００２０・愛媛県八幡浜市神宮・じんぐう

　　７９６-００２４・愛媛県八幡浜市神宮通・じんぐうどおり

　　７９６-００２３・愛媛県八幡浜市神宮前・じんぐうまえ

　　７９６-００７１・愛媛県八幡浜市新町・しんまち

　　７９６-００７４・愛媛県八幡浜市新港・しんみなと

　　７９６-００７９・愛媛県八幡浜市新港戎町・しんみなとえびすまち

　　７９６-００１４・愛媛県八幡浜市新和田町・しんわだまち

　　７９６-００３５・愛媛県八幡浜市須崎・すさき

　　７９６-００６４・愛媛県八幡浜市船場通・せんはﾞどおり

　　７９６-００８３・愛媛県八幡浜市大黒町・だいこくまち

　　７９６-００３３・愛媛県八幡浜市大正町・たいしようまち

　　７９６-００５５・愛媛県八幡浜市大門・だいもん

　　７９６-０００５・愛媛県八幡浜市高野地・たかのじ

　　７９６-８０３７・愛媛県八幡浜市谷・たに

　　７９６-００６７・愛媛県八幡浜市中央・ちゆうおう

　　７９６-００７６・愛媛県八幡浜市千代田町・ちよだまち

　　７９６-００８９・愛媛県八幡浜市出島・でじま

　　７９６-００８５・愛媛県八幡浜市天神通・てんじんどおり

　　７９６-８０３０・愛媛県八幡浜市中津川・なかつかわ

　　７９６-００７５・愛媛県八幡浜市仲之町・なかのまち

　　７９６-００４４・愛媛県八幡浜市西近江屋町・にしおうみやちよう

　　７９６-００４５・愛媛県八幡浜市西近江屋町浜通・はまどおり

　　７９６-００２９・愛媛県八幡浜市花小路・はなこうじ

　　７９６-００３４・愛媛県八幡浜市浜田町・はまだまち

　　７９６-００６８・愛媛県八幡浜市浜之町・はまのまち

　　７９６-００４３・愛媛県八幡浜市東近江屋町・ひがしおうみやちよう

　　７９６-００３２・愛媛県八幡浜市東新川・ひがししんかわ



　　７９６-００２５・愛媛県八幡浜市東矢野町・ひがしやのまち

　　７９６-０１７０・愛媛県八幡浜市日土町・ひつﾞちちよう

　　７９６-００２１・愛媛県八幡浜市桧谷・ひのきだに

　　７９６-８００２・愛媛県八幡浜市広瀬・ひろせ

　　７９６-８０３９・愛媛県八幡浜市布喜川・ふきのかわ

　　７９６-８００３・愛媛県八幡浜市古町・ふるまち

　　７９６-０２０３・愛媛県八幡浜市保内町磯崎・ほないちよういさき

　　７９６-０２０１・愛媛県八幡浜市保内町川之石・ ほないちようかわのいじ

　　７９６-０１１１・愛媛県八幡浜市保内町喜木・ほないちようきき

　　７９６-０２０４・愛媛県八幡浜市保内町喜木津・ほないちようききつ

　　７９６-０１１２・愛媛県八幡浜市保内町須川・ほないちようすがわ

　　７９６-０２０５・愛媛県八幡浜市保内町広早・ほないちようひろはや

　　７９６-０２０２・愛媛県八幡浜市保内町宮内・ほないちようみやうち

　　７９６-００６６・愛媛県八幡浜市本町・ほんまち

　　７９６-８０５３・愛媛県八幡浜市真網代・まあじろ

　　７９６-００２７・愛媛県八幡浜市松蔭町・まつかげちよう

　　７９６-００１０・愛媛県八幡浜市松柏・まつかや

　　７９６-００５２・愛媛県八幡浜市松本町・まつもとちよう

　　７９６-００７２・愛媛県八幡浜市港町・みなとまち

　　７９６-００１２・愛媛県八幡浜市南柏・みなみがや

　　７９６-００８４・愛媛県八幡浜市南大黒町・みなみだいこくまち

　　７９６-０００１・愛媛県八幡浜市向灘・むかいなだ

　　７９６-８０１１・愛媛県八幡浜市元城団地・もとじようだんち

　　７９６-８００６・愛媛県八幡浜市八代（丁目）・やしろ

　　７９６-８００７・愛媛県八幡浜市八代（)・やしろ

　　７９６-８００５・愛媛県八幡浜市矢野町（徳雲坊）・やのまち(とくうんほﾞう)

　　７９６-００２６・愛媛県八幡浜市矢野町（その他）・やのまち(そのた)

　　７９６-００１３・愛媛県八幡浜市山越・やまぐい

　　７９６-８０３８・愛媛県八幡浜市横平・よこひら

　　７９６-００６３・愛媛県八幡浜市横町・よこまち

　　７９６-８０３５・愛媛県八幡浜市若山・わかやま

　　７９２-００００・愛媛県新居浜市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７９２-０８９７・愛媛県新居浜市阿島乙・あしまおつ

　　７９２-０８９６・愛媛県新居浜市阿島（その他）・あしま(そのた)

　　７９２-００１３・愛媛県新居浜市泉池町・いずみいけちよう

　　７９２-００２１・愛媛県新居浜市泉宮町・いずみみやちよう

　　７９２-０００２・愛媛県新居浜市磯浦町・いそうらちよう

　　７９２-００２５・愛媛県新居浜市一宮町・いつくちよう

　　７９２-０８６６・愛媛県新居浜市宇高町・うだかちよう

　　７９２-００４６・愛媛県新居浜市上原・うわはﾞら

　　７９２-０００５・愛媛県新居浜市江口町・えぐちちよう

　　７９２-０００８・愛媛県新居浜市王子町・おうじちよう

　　７９２-００１５・愛媛県新居浜市大江町・おおえちよう

　　７９２-０８９１・愛媛県新居浜市大島・おおしま

　　７９２-００６０・愛媛県新居浜市大生院・おおじよういん

　　７９２-００４７・愛媛県新居浜市御蔵町・おくらちよう

　　７９２-０８８３・愛媛県新居浜市落神町・おちがみちよう

　　７９２-００７１・愛媛県新居浜市金子丙・かねこへい

　　７９２-０８２４・愛媛県新居浜市上泉町・かみいずみちよう

　　７９２-０８５１・愛媛県新居浜市観音原町・かんのんはﾞらちよう

　　７９２-０８０１・愛媛県新居浜市菊本町・きくもとちよう

　　７９２-０８２６・愛媛県新居浜市喜光地町・きこうじちよう

　　７９２-０８１５・愛媛県新居浜市岸の上町・きしのうえちよう

　　７９２-０８４２・愛媛県新居浜市北内町・きたうちちよう

　　７９２-０００４・愛媛県新居浜市北新町・きたしんまち

　　７９２-０８８５・愛媛県新居浜市清住町・きよずみちよう

　　７９２-０８９０・愛媛県新居浜市楠崎・くつさき

　　７９２-００２６・愛媛県新居浜市久保田町・くほﾞたちよう

　　７９２-０８９２・愛媛県新居浜市黒島・くろしま

　　７９２-０８８４・愛媛県新居浜市神郷・こうざと

　　７９２-０００６・愛媛県新居浜市河内町・こうちちよう

　　７９２-０８５３・愛媛県新居浜市光明寺・こうみようじ

　　７９２-０８５４・愛媛県新居浜市国領・こくりよう

　　７９２-０８２２・愛媛県新居浜市寿町・ことぶきちよう

　　７９２-０８８６・愛媛県新居浜市郷（丁目）・ごう

　　７９２-０８９５・愛媛県新居浜市郷乙・ごうおつ

　　７９２-０８９４・愛媛県新居浜市郷（その他）・ごう(そのた)

　　７９２-０８３１・愛媛県新居浜市西連寺町・さいれんじちよう

　　７９２-０８１２・愛媛県新居浜市坂井町・さかいちよう

　　７９２-０８６５・愛媛県新居浜市桜木町・さくらぎちよう



　　７９２-０８６２・愛媛県新居浜市沢津町・さわつﾞちよう

　　７９２-００２３・愛媛県新居浜市繁本町・しげもとちよう

　　７９２-０８５５・愛媛県新居浜市七宝台町・しつほﾟうだいちよう

　　７９２-０８６４・愛媛県新居浜市東雲町・しののめちよう

　　７９２-０８３６・愛媛県新居浜市篠場町・しのはﾞちよう

　　７９２-０８６１・愛媛県新居浜市清水町・しみずちよう

　　７９２-０８１３・愛媛県新居浜市下泉町・しもいずみちよう

　　７９２-０８１１・愛媛県新居浜市庄内町・しようないちよう

　　７９２-０８１４・愛媛県新居浜市城下町・しろしたちよう

　　７９２-０８０２・愛媛県新居浜市新須賀町・しんすかちよう

　　７９２-０００３・愛媛県新居浜市新田町・しんでんちよう

　　７９２-０８５７・愛媛県新居浜市角野・すみの

　　７９２-０８４４・愛媛県新居浜市角野新田町・すみのしんでんちよう

　　７９２-０８２１・愛媛県新居浜市瀬戸町・せとちよう

　　７９２-０００１・愛媛県新居浜市惣開町・そうびらきちよう

　　７９２-０８４７・愛媛県新居浜市大永山・だいえいやま

　　７９２-００３１・愛媛県新居浜市高木町・たかぎちよう

　　７９２-０８８７・愛媛県新居浜市高田・たかた

　　７９２-０８６７・愛媛県新居浜市高津町・たかつちよう

　　７９２-００３４・愛媛県新居浜市滝の宮町・たきのみやちよう

　　７９２-０８９３・愛媛県新居浜市多喜浜・たきはま

　　７９２-０８４６・愛媛県新居浜市立川町（立川山を含む）・たつかわちよう

　　７９２-０８０４・愛媛県新居浜市田所町・たどころちよう

　　７９２-０８４５・愛媛県新居浜市種子川町・たねがわちよう

　　７９２-０８４８・愛媛県新居浜市種子川山・たねがわやま

　　７９２-０８８８・愛媛県新居浜市田の上・たのうえ

　　７９２-００４３・愛媛県新居浜市土橋・ つちはじ

　　７９２-０８５２・愛媛県新居浜市東田・とうだ

　　７９２-００２２・愛媛県新居浜市徳常町・とくつねちよう

　　７９２-０８２３・愛媛県新居浜市外山町・とやまちよう

　　７９２-００１２・愛媛県新居浜市中須賀町・なかすかちよう

　　７９２-０８４１・愛媛県新居浜市中筋町・なかすじちよう

　　７９２-０８３４・愛媛県新居浜市中西町・なかにしちよう

　　７９２-００４５・愛媛県新居浜市中萩町・なかはぎちよう

　　７９２-００４４・愛媛県新居浜市中村・なかむら

　　７９２-００４１・愛媛県新居浜市中村松木・なかむらまつぎ

　　７９２-０８７４・愛媛県新居浜市長岩町・ながいわちよう

　　７９２-００７２・愛媛県新居浜市新居浜乙・にいはまおつ

　　７９２-０８３２・愛媛県新居浜市西泉町・にしいずみちよう

　　７９２-０８２７・愛媛県新居浜市西喜光地町・にしきこうじちよう

　　７９２-００３５・愛媛県新居浜市西の土居町・にしのどいちよう

　　７９２-００１１・愛媛県新居浜市西原町・にしはﾞらちよう

　　７９２-００１４・愛媛県新居浜市西町・にしまち

　　７９２-０８９８・愛媛県新居浜市荷内町・にないちよう

　　７９２-００５０・愛媛県新居浜市萩生・はぎゆう

　　７９２-０８７１・愛媛県新居浜市八幡・はちまん

　　７９２-０８７２・愛媛県新居浜市垣生（丁目）・はぶ

　　７９２-０８７３・愛媛県新居浜市垣生（)・はぶ

　　７９２-０８０３・愛媛県新居浜市平形町・ひらかたちよう

　　７９２-０８５６・愛媛県新居浜市船木・ふなき

　　７９９-０６５０・愛媛県新居浜市別子山・べつしやま

　　７９２-０００９・愛媛県新居浜市星越町・ほしごえちよう

　　７９２-０８２５・愛媛県新居浜市星原町・ほしはﾞらちよう

　　７９２-００４２・愛媛県新居浜市本郷・ほんごう

　　７９２-０００７・愛媛県新居浜市前田町・まえだちよう

　　７９２-００３２・愛媛県新居浜市政枝町・まさえだちよう

　　７９２-０８８２・愛媛県新居浜市又野・またの

　　７９２-０８２９・愛媛県新居浜市松木町・まつぎちよう

　　７９２-０８６８・愛媛県新居浜市松の木町・まつのきちよう

　　７９２-０８２８・愛媛県新居浜市松原町・まつはﾞらちよう

　　７９２-０８８１・愛媛県新居浜市松神子・まつみこ

　　７９２-００１６・愛媛県新居浜市港町・みなとまち

　　７９２-０８６３・愛媛県新居浜市南小松原町・みなみこまつはﾞらちよう

　　７９２-００２４・愛媛県新居浜市宮西町・みやにしちよう

　　７９２-０８３３・愛媛県新居浜市宮原町・みやはﾞらちよう

　　７９２-０８０５・愛媛県新居浜市八雲町・やぐもちよう

　　７９２-０８３７・愛媛県新居浜市山田町・やまだちよう

　　７９２-０８３５・愛媛県新居浜市山根町・やまねちよう

　　７９２-００３３・愛媛県新居浜市横水町・よこずいちよう

　　７９２-０８４３・愛媛県新居浜市吉岡町・よしおかちよう



　　７９２-００１７・愛媛県新居浜市若水町・わかみずちよう

　　７９３-００００・愛媛県西条市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７９９-１３４５・愛媛県西条市明理川・あかりがわ

　　７９３-００２３・愛媛県西条市明屋敷・あけやしき

　　７９３-０１０３・愛媛県西条市荒川・あらかわ

　　７９３-００５１・愛媛県西条市安知生・あんじゆう

　　７９３-００１０・愛媛県西条市飯岡・いいおか

　　７９９-１３６４・愛媛県西条市石田・いしだ

　　７９９-１３３５・愛媛県西条市石延・いしのべ

　　７９３-００３７・愛媛県西条市市之川・いちのかわ

　　７９９-１３６２・愛媛県西条市今在家・いまざいけ

　　７９９-１３４４・愛媛県西条市円海寺・えんかいじ

　　７９９-１３４２・愛媛県西条市大新田・おおしんでん

　　７９９-１３１２・愛媛県西条市大野・おおの

　　７９３-００１６・愛媛県西条市大浜・おおはま

　　７９３-０２１１・愛媛県西条市大保木・おおふき

　　７９３-００３０・愛媛県西条市大町・おおまち

　　７９９-１３３６・愛媛県西条市上市・かみいち

　　７９９-１３１４・愛媛県西条市河之内・かわのうち

　　７９９-１３０３・愛媛県西条市河原津・かわらつﾞ

　　７９９-１３０４・愛媛県西条市河原津新田・かわらつﾞしんでん

　　７９３-００４１・愛媛県西条市神拝甲・かんはﾞいこう

　　７９３-００２１・愛媛県西条市神拝乙・かんはﾞいおつ

　　７９３-００４２・愛媛県西条市喜多川・きたがわ

　　７９９-１３４３・愛媛県西条市喜多台・きただい

　　７９９-１３０２・愛媛県西条市楠・くす

　　７９９-１３２２・愛媛県西条市国安・くにやす

　　７９３-０２１２・愛媛県西条市黒瀬・くろせ

　　７９９-１３１５・愛媛県西条市黒谷・くろだに

　　７９９-１３２３・愛媛県西条市桑村・くわむら

　　７９９-１１０７・愛媛県西条市小松町明穂・こまつちようあかお

　　７９１-０５６２・愛媛県西条市小松町石鎚（上戸石）・こまつちよう

　　７９９-１１１１・愛媛県西条市小松町石鎚（湯浪）・こまつちよう

　　７９９-１１１２・愛媛県西条市小松町石鎚（その他）・いしつﾞち(そのた)

　　７９９-１１０５・愛媛県西条市小松町大郷・こまつちようおおご

　　７９９-１１０６・愛媛県西条市小松町大頭・こまつちようおおと

　　７９９-１１０３・愛媛県西条市小松町北川・こまつちようきたがわ

　　７９９-１１０１・愛媛県西条市小松町新屋敷・こまつちようしんやしき

　　７９９-１１０２・愛媛県西条市小松町南川・こまつちようみなみがわ

　　７９９-１１０４・愛媛県西条市小松町妙口・こまつちようみようぐち

　　７９９-１１０８・愛媛県西条市小松町安井・こまつちようやすい

　　７９３-００２５・愛媛県西条市栄町・さかえまち

　　７９３-００６７・愛媛県西条市坂元甲・さかもとこう

　　７９９-１３１７・愛媛県西条市実報寺・じつほﾟうじ

　　７９３-０００６・愛媛県西条市下島山甲・しもしまやまこう

　　７９３-０００７・愛媛県西条市下島山乙・しもしまやまおつ

　　７９９-１３７１・愛媛県西条市周布・しゆう

　　７９９-１３２５・愛媛県西条市新市・しんいち

　　７９３-００２８・愛媛県西条市新田・しんでん

　　７９９-１３３１・愛媛県西条市新町・しんまち

　　７９３-００５３・愛媛県西条市洲之内甲・すのうちこう

　　７９３-０１０１・愛媛県西条市千町・せんじよう

　　７９３-００２４・愛媛県西条市大師町・だいしまち

　　７９９-１３２４・愛媛県西条市高田（正法寺）・たかた(しようほうじ)

　　７９９-１３２１・愛媛県西条市高田（その他）・たかた(そのた)

　　７９３-０００１・愛媛県西条市玉津・たまつ

　　７９９-１３６３・愛媛県西条市玉之江・たまのえ

　　７９９-１３１３・愛媛県西条市旦之上・だんのうえ

　　７９１-０５３３・愛媛県西条市丹原町明穂・たんはﾞらちようあかお

　　７９１-０５０８・愛媛県西条市丹原町池田・たんはﾞらちよういけだ

　　７９１-０５３２・愛媛県西条市丹原町石経・たんはﾞらちよういしきよう

　　７９１-０５０３・愛媛県西条市丹原町今井・たんはﾞらちよういまい

　　７９１-０５３７・愛媛県西条市丹原町臼坂・たんはﾞらちよううすざか

　　７９１-０５２５・愛媛県西条市丹原町川根・たんはﾞらちようかわね

　　７９１-０５０２・愛媛県西条市丹原町願連寺・たんはﾞらちようがんれんじ

　　７９１-０５２３・愛媛県西条市丹原町北田野・たんはﾞらちようきたたの

　　７９１-０５４２・愛媛県西条市丹原町楠窪・たんはﾞらちようくすくほﾞ

　　７９１-０５０４・愛媛県西条市丹原町久妙寺・たんはﾞらちようくみようじ

　　７９１-０５４１・愛媛県西条市丹原町鞍瀬・たんはﾞらちようくらせ

　　７９１-０５３１・愛媛県西条市丹原町来見・たんはﾞらちようくるみ



　　７９１-０５０７・愛媛県西条市丹原町高知・たんはﾞらちようこうち

　　７９１-０５０５・愛媛県西条市丹原町古田・たんはﾞらちようこた

　　７９１-０５３５・愛媛県西条市丹原町志川・たんはﾞらちようしかわ

　　７９１-０５２７・愛媛県西条市丹原町関屋・たんはﾞらちようせきや

　　７９１-０５２４・愛媛県西条市丹原町高松・たんはﾞらちようたかまつ

　　７９１-０５２６・愛媛県西条市丹原町田滝・たんはﾞらちようたたき

　　７９１-０５２２・愛媛県西条市丹原町田野上方・たんはﾞらちようたのうわがた

　　７９１-０５１０・愛媛県西条市丹原町丹原・たんはﾞらちようたんはﾞら

　　７９１-０５３８・愛媛県西条市丹原町千原・たんはﾞらちようちはら

　　７９１-０５３４・愛媛県西条市丹原町寺尾・たんはﾞらちようてらお

　　７９１-０５０６・愛媛県西条市丹原町徳能・たんはﾞらちようとくのう

　　７９１-０５０１・愛媛県西条市丹原町徳能出作・たんはﾞらちようとくのでさく

　　７９１-０５２１・愛媛県西条市丹原町長野・たんはﾞらちようながの

　　７９１-０５４３・愛媛県西条市丹原町明河・たんはﾞらちようみようが

　　７９１-０５３６・愛媛県西条市丹原町湯谷口・たんはﾞらちようゆやぐち

　　７９３-００２７・愛媛県西条市朔日市・ついたち

　　７９３-００５７・愛媛県西条市津越・つごえ

　　７９３-００６１・愛媛県西条市禎瑞・ていずい

　　７９３-０００２・愛媛県西条市天神・てんじん

　　７９３-０２１３・愛媛県西条市兎之山・とのやま

　　７９３-０２１４・愛媛県西条市中奥・なかおく

　　７９３-００５２・愛媛県西条市中西・ なかにじ

　　７９３-００５４・愛媛県西条市中野甲・なかのこう

　　７９３-００５５・愛媛県西条市中野乙・なかのおつ

　　７９３-００５６・愛媛県西条市中野丙・なかのへい

　　７９３-００６５・愛媛県西条市楢木・ならのき

　　７９３-００６３・愛媛県西条市西泉甲・にしいずみこう

　　７９３-００６４・愛媛県西条市西泉乙・にしいずみおつ

　　７９３-００６２・愛媛県西条市西田甲・にしだこう

　　７９３-０２１５・愛媛県西条市西之川・にしのかわ

　　７９９-１３４１・愛媛県西条市壬生川・にゆうがわ

　　７９３-００６６・愛媛県西条市野々市・ののいち

　　７９３-００１７・愛媛県西条市早川・はいがわ

　　７９３-０００３・愛媛県西条市ひうち・ひうち

　　７９３-０２１６・愛媛県西条市東之川・ひがしのかわ

　　７９３-００２６・愛媛県西条市東町・ひがしまち

　　７９３-００４３・愛媛県西条市樋之口・ひのくち

　　７９３-００７１・愛媛県西条市氷見甲・ひみこう

　　７９３-００７２・愛媛県西条市氷見乙・ひみおつ

　　７９３-００７３・愛媛県西条市氷見丙・ひみへい

　　７９３-００７４・愛媛県西条市氷見丁・ひみてい

　　７９３-００７５・愛媛県西条市氷見戊・ひみほﾞ

　　７９９-１３６１・愛媛県西条市広江・ひろえ

　　７９９-１３３４・愛媛県西条市広岡・ひろおか

　　７９９-１３１６・愛媛県西条市福成寺・ふくじようじ

　　７９３-００３５・愛媛県西条市福武甲・ふくたけこう

　　７９３-００３６・愛媛県西条市福武乙・ふくたけおつ

　　７９３-０１０２・愛媛県西条市藤之石・ ふじのいじ

　　７９３-０００４・愛媛県西条市船屋甲・ふなやこう

　　７９３-０００５・愛媛県西条市船屋乙・ふなやおつ

　　７９３-００４４・愛媛県西条市古川甲・ふるかわこう

　　７９３-００４５・愛媛県西条市古川乙・ふるかわおつ

　　７９９-１３５４・愛媛県西条市北条・ほうじよう

　　７９３-００３９・愛媛県西条市保野・ほうの

　　７９３-００２２・愛媛県西条市本町・ほんまち

　　７９３-００３８・愛媛県西条市丸野・まるの

　　７９９-１３５１・愛媛県西条市三津屋・みつや

　　７９９-１３５２・愛媛県西条市三津屋東・ みつやひがじ

　　７９９-１３５３・愛媛県西条市三津屋南・みつやみなみ

　　７９３-００４６・愛媛県西条市港・みなと

　　７９９-１３１１・愛媛県西条市宮之内・みやのうち

　　７９３-００３４・愛媛県西条市明神木・みようじんぎ

　　７９９-１３０１・愛媛県西条市三芳・ みよじ

　　７９９-１３３３・愛媛県西条市安用・やすもち

　　７９９-１３３２・愛媛県西条市安用出作・やすもちでさく

　　７９９-１３７２・愛媛県西条市吉田・よしだ

　　７９５-００００・愛媛県大洲市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７９５-００２５・愛媛県大洲市阿蔵・あぞう

　　７９５-００６２・愛媛県大洲市市木・いちぎ

　　７９５-０００７・愛媛県大洲市稲積・いなずみ



　　７９５-０００３・愛媛県大洲市梅川・うめがわ

　　７９５-００８８・愛媛県大洲市宇和川・うわがわ

　　７９５-００１２・愛媛県大洲市大洲・おおず

　　７９９-３４２１・愛媛県大洲市戒川甲・かいかわこう

　　７９５-００３２・愛媛県大洲市上須戒・かみすがい

　　７９７-１６０１・愛媛県大洲市河辺町植松・かわべちよううえまつ

　　７９７-１６０７・愛媛県大洲市河辺町川上・かわべちようかわかみ

　　７９７-１６０４・愛媛県大洲市河辺町川崎・かわべちようかわさき

　　７９７-１６０５・愛媛県大洲市河辺町河都・かわべちようかわと

　　７９７-１６０８・愛媛県大洲市河辺町北平・かわべちようきたひら

　　７９７-１６０６・愛媛県大洲市河辺町三嶋・かわべちようみしま

　　７９７-１６０２・愛媛県大洲市河辺町山鳥坂・かわべちようやまとさか

　　７９７-１６０３・愛媛県大洲市河辺町横山・かわべちようよこやま

　　７９５-０００９・愛媛県大洲市北裏・きたうら

　　７９５-０００１・愛媛県大洲市北只・きたただ

　　７９５-００７５・愛媛県大洲市喜多山・きたやま

　　７９５-００８９・愛媛県大洲市蔵川・くらかわ

　　７９５-０００８・愛媛県大洲市黒木・くろぎ

　　７９５-００７４・愛媛県大洲市恋木・こいのき

　　７９５-００５１・愛媛県大洲市五郎・ごろう

　　７９９-３４３３・愛媛県大洲市柴乙・しはﾞおつ

　　７９９-３４３２・愛媛県大洲市柴甲・しはﾞこう

　　７９９-３４３１・愛媛県大洲市白滝甲・しらたきこう

　　７９５-００８４・愛媛県大洲市菅田町宇津甲・すげたちよううずこう

　　７９５-００８５・愛媛県大洲市菅田町宇津乙・すげたちよううずおつ

　　７９５-００８３・愛媛県大洲市菅田町大竹・すげたちようおおだけ

　　７９５-００８１・愛媛県大洲市菅田町菅田甲・すげたちようすげたこう

　　７９５-００８２・愛媛県大洲市菅田町菅田乙・すげたちようすげたおつ

　　７９５-００８１・愛媛県大洲市菅田町菅田丙・すげたちようすげたへい

　　７９５-００２４・愛媛県大洲市高山・たかやま

　　７９５-００３１・愛媛県大洲市多田・ただ

　　７９５-００７８・愛媛県大洲市田処・たどころ

　　７９５-００６３・愛媛県大洲市田口・たのくち

　　７９５-００４４・愛媛県大洲市手成・てなる

　　７９５-００５３・愛媛県大洲市常磐町・ときわまち

　　７９５-００６１・愛媛県大洲市徳森・とくのもり

　　７９９-３４６２・愛媛県大洲市豊茂乙・とよしげおつ

　　７９９-３４６１・愛媛県大洲市豊茂甲・とよしげこう

　　７９９-３４６４・愛媛県大洲市豊茂丁・とよしげてい

　　７９９-３４６３・愛媛県大洲市豊茂丙・とよしげへい

　　７９５-０００４・愛媛県大洲市長谷・ながたに

　　７９９-３４０２・愛媛県大洲市長浜乙・ながはまおつ

　　７９９-３４０１・愛媛県大洲市長浜甲・ながはまこう

　　７９９-３４７０・愛媛県大洲市長浜町青島・ながはまちようあおしま

　　７９９-３４５６・愛媛県大洲市長浜町出海乙・ながはまちよういずみおつ

　　７９９-３４５５・愛媛県大洲市長浜町出海甲・ながはまちよういずみこう

　　７９９-３４２２・愛媛県大洲市長浜町大越甲・ながはまちようおおごしこう

　　７９９-３４０５・愛媛県大洲市長浜町沖浦乙・ながはまちようおきうらおつ

　　７９９-３４０４・愛媛県大洲市長浜町沖浦甲・ながはまちようおきうらこう

　　７９９-３４０６・愛媛県大洲市長浜町沖浦丙・ながはまちようおきうらへい

　　７９９-３４５３・愛媛県大洲市長浜町櫛生乙・ながはまちようくしゆうおつ

　　７９９-３４５２・愛媛県大洲市長浜町櫛生甲・ながはまちようくしゆうこう

　　７９９-３４５４・愛媛県大洲市長浜町櫛生丙・ながはまちようくしゆうへい

　　７９９-３４０７・愛媛県大洲市長浜町黒田甲・ながはまちようくろんたこう

　　７９９-３４１１・愛媛県大洲市長浜町今坊甲・ながはまちようこんほﾞうこう

　　７９９-３４４１・愛媛県大洲市長浜町下須戒甲・ながはまちようしもすかいこう

　　７９９-３４４４・愛媛県大洲市長浜町上老松甲・ながはまちようじよろまつこう

　　７９９-３４５１・愛媛県大洲市長浜町須沢丙・ながはまちようすさわへい

　　７９９-３４１３・愛媛県大洲市長浜町拓海・ながはまちようたくみ

　　７９９-３４０３・愛媛県大洲市長浜町仁久甲・ながはまちようにぎゆうこう

　　７９９-３４１２・愛媛県大洲市長浜町晴海・ながはまちようはるみ

　　７９９-３４４２・愛媛県大洲市長浜町穂積甲・ながはまちようほずみこう

　　７９９-３４４３・愛媛県大洲市長浜町穂積乙・ながはまちようほつﾞみおつ

　　７９５-００５４・愛媛県大洲市中村・なかむら

　　７９５-００８６・愛媛県大洲市成能・なるのう

　　７９５-００６９・愛媛県大洲市新谷・にいや

　　７９５-００７２・愛媛県大洲市新谷甲・にいやこう

　　７９５-００７１・愛媛県大洲市新谷乙・にいやおつ

　　７９５-００７０・愛媛県大洲市新谷丙・にいやへい

　　７９５-００７３・愛媛県大洲市新谷町・にいやまち



　　７９５-００１３・愛媛県大洲市西大洲・にしおおず

　　７９５-００４１・愛媛県大洲市八多喜町・はたきちよう

　　７９５-００４６・愛媛県大洲市春賀・はるか

　　７９５-００４５・愛媛県大洲市東宇山・ひがしうやま

　　７９５-００６４・愛媛県大洲市東大洲・ひがしおおず

　　７９５-００６５・愛媛県大洲市東若宮・ひがしわかみや

　　７９７-１５０３・愛媛県大洲市肱川町宇和川・ひじかわちよううわがわ

　　７９７-１５０７・愛媛県大洲市肱川町大谷・ひじかわちようおおたに

　　７９７-１５０１・愛媛県大洲市肱川町中居谷・ひじかわちようなかいだに

　　７９７-１５０６・愛媛県大洲市肱川町中津・ひじかわちようなかつ

　　７９７-１５０８・愛媛県大洲市肱川町西・ ひじかわちようにじ

　　７９７-１５０２・愛媛県大洲市肱川町名荷谷・ひじかわちようみようがだに

　　７９７-１５０４・愛媛県大洲市肱川町山鳥坂・ひじかわちようやまとさか

　　７９７-１５０５・愛媛県大洲市肱川町予子林・ ひじかわちようよこはやじ

　　７９５-００２１・愛媛県大洲市平野町野田・ひらのちようのだ

　　７９５-００２３・愛媛県大洲市平野町平地（横野）・ひらのちようひらじ(よこの)

　　７９５-００２２・愛媛県大洲市平野町平地（その他）・ひらのちようひらじ(そのた)

　　７９５-００７６・愛媛県大洲市藤縄・ふじなわ

　　７９５-０００２・愛媛県大洲市松尾・まつお

　　７９５-００８７・愛媛県大洲市森山・もりやま

　　７９５-０００６・愛媛県大洲市野佐来・やさらい

　　７９５-００７７・愛媛県大洲市柳沢・やなぎさわ

　　７９５-００１１・愛媛県大洲市柚木・ゆのき

　　７９５-０００５・愛媛県大洲市横野（久保）・よこの(くほﾞ)

　　７９５-００４２・愛媛県大洲市米津・よなつﾞ

　　７９５-００４３・愛媛県大洲市米津（甲）・よなつﾞ(こう)

　　７９５-００５２・愛媛県大洲市若宮・わかみや

　　７９９-３１００・愛媛県伊予市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７９９-３１２２・愛媛県伊予市市場・いちはﾞ

　　７９９-３１２１・愛媛県伊予市稲荷・いなり

　　７９９-３１０３・愛媛県伊予市上野・うえの

　　７９９-３１３６・愛媛県伊予市鵜崎・うのさき

　　７９９-３１３１・愛媛県伊予市大平・おおひら

　　７９９-３１２７・愛媛県伊予市尾崎・おさき

　　７９９-３１１２・愛媛県伊予市上吾川・かみあがわ

　　７９９-３１３４・愛媛県伊予市上唐川・かみからかわ

　　７９９-３１０４・愛媛県伊予市上三谷・かみみたに

　　７９９-３１１３・愛媛県伊予市米湊・こみなと

　　７９９-３１１１・愛媛県伊予市下吾川・しもあがわ

　　７９９-３１３３・愛媛県伊予市下唐川・しもからかわ

　　７９９-３１０５・愛媛県伊予市下三谷・しもみたに

　　７９９-３１２３・愛媛県伊予市中村・なかむら

　　７９１-３２０３・愛媛県伊予市中山町出渕（豊岡）・(とよおか)

　　７９１-３２０３・愛媛県伊予市中山町出渕（東町）・(ひがしまち)

　　７９１-３２０４・愛媛県伊予市中山町出渕（その他）・(そのた)

　　７９１-３２０２・愛媛県伊予市中山町栗田・なかやまちようくりだ

　　７９１-３２０１・愛媛県伊予市中山町佐礼谷・なかやまちようされたに

　　７９１-３２０５・愛媛県伊予市中山町中山（泉町）・(いずみまち)

　　７９１-３２０６・愛媛県伊予市中山町中山（その他）・(そのた)

　　７９９-３１１４・愛媛県伊予市灘町・なだまち

　　７９９-３１３２・愛媛県伊予市平岡・ひらおか

　　７９９-３３１１・愛媛県伊予市双海町大久保・ふたみちようおおくほﾞ

　　７９９-３２０２・愛媛県伊予市双海町上灘・ふたみちようかみなだ

　　７９９-３３１３・愛媛県伊予市双海町串（上浜）・ふたみちようくし(かみはま)

　　７９９-３３１４・愛媛県伊予市双海町串（下浜）・ふたみちようくし(しもはま)

　　７９９-３３１２・愛媛県伊予市双海町串（その他）・ふたみちようくし(そのた)

　　７９９-３２０１・愛媛県伊予市双海町高野川・ふたみちようこうのかわ

　　７９９-３２０７・愛媛県伊予市双海町高岸・ ふたみちようたかぎじ

　　７９９-３１２６・愛媛県伊予市本郡・ほんぐ

　　７９９-３１２４・愛媛県伊予市三秋・みあき

　　７９９-３１２８・愛媛県伊予市三島町・みしままち

　　７９９-３１１５・愛媛県伊予市湊町・みなとまち

　　７９９-３１０２・愛媛県伊予市宮下・みやした

　　７９９-３１２５・愛媛県伊予市森・もり

　　７９９-３１０１・愛媛県伊予市八倉・やくら

　　７９９-３１３５・愛媛県伊予市両沢・りようざわ

　　７９９-０４００・愛媛県四国中央市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７９９-０１２３・愛媛県四国中央市金田町金川・かなだちようかながわ

　　７９９-０１２４・愛媛県四国中央市金田町三角寺・かなだちようさんかくじ

　　７９９-０１２２・愛媛県四国中央市金田町半田・かなだちようはんだ



　　７９９-０４１２・愛媛県四国中央市上柏町・かみがしわちよう

　　７９９-０１２１・愛媛県四国中央市上分町・かみぶんちよう

　　７９９-０１２７・愛媛県四国中央市川滝町下山・かわたきちようしもやま

　　７９９-０１２８・愛媛県四国中央市川滝町領家・かわたきちようりようけ

　　７９９-０１０１・愛媛県四国中央市川之江町・かわのえちよう

　　７９９-０１０２・愛媛県四国中央市川之江町長須・かわのえちようながす

　　７９９-０１０３・愛媛県四国中央市川之江町余木・かわのえちようよき

　　７９９-０６４１・愛媛県四国中央市金砂町小川山・きんしやちようおがわやま

　　７９９-０６４２・愛媛県四国中央市金砂町平野山・きんしやちようひらのやま

　　７９９-０１１１・愛媛県四国中央市金生町下分・きんせいちようしもぶん

　　７９９-０１１２・愛媛県四国中央市金生町山田井・きんせいちようやまだい

　　７９９-０４２３・愛媛県四国中央市具定町・ぐじようちよう

　　７９９-０４３１・愛媛県四国中央市寒川町・さんがわちよう

　　７９９-０１２５・愛媛県四国中央市柴生町・しほﾞうちよう

　　７９９-０４１１・愛媛県四国中央市下柏町・しもがしわちよう

　　７９９-０１２６・愛媛県四国中央市下川町・しもかわちよう

　　７９９-０３０１・愛媛県四国中央市新宮町馬立・しんぐうちよううまたて

　　７９９-０３０２・愛媛県四国中央市新宮町上山・しんぐうちようかみやま

　　７９９-０３０３・愛媛県四国中央市新宮町新宮・しんぐうちようしんぐう

　　７９９-０３０４・愛媛県四国中央市新宮町新瀬川・しんぐうちようしんせがわ

　　７９９-０７１２・愛媛県四国中央市土居町入野・どいちよういりの

　　７９９-０７２１・愛媛県四国中央市土居町上野・どいちよううえの

　　７９９-０７１３・愛媛県四国中央市土居町浦山・どいちよううらやま

　　７９９-０７２４・愛媛県四国中央市土居町蕪崎・どいちようかぶらさき

　　７９９-０７２２・愛媛県四国中央市土居町北野・どいちようきたの

　　７９９-０７０２・愛媛県四国中央市土居町小林・ どいちようこはﾞやじ

　　７９９-０７０４・愛媛県四国中央市土居町津根・どいちようつね

　　７９９-０７２３・愛媛県四国中央市土居町天満・どいちようてんま

　　７９９-０７１１・愛媛県四国中央市土居町土居・どいちようどい

　　７９９-０７０１・愛媛県四国中央市土居町中村・どいちようなかむら

　　７９９-０７０５・愛媛県四国中央市土居町野田・どいちようのだ

　　７９９-０７１４・愛媛県四国中央市土居町畑野・どいちようはたの

　　７９９-０７０３・愛媛県四国中央市土居町藤原・どいちようふじわら

　　７９９-０６４３・愛媛県四国中央市富郷町寒川山・とみさとちようさんがわやま

　　７９９-０６４５・愛媛県四国中央市富郷町津根山・とみさとちようつねやま

　　７９９-０６４４・愛媛県四国中央市富郷町豊坂・とみさとちようとよさか

　　７９９-０４３４・愛媛県四国中央市豊岡町五良野・とよおかちよういらの

　　７９９-０４３２・愛媛県四国中央市豊岡町大町・とよおかちようおおまち

　　７９９-０４３６・愛媛県四国中央市豊岡町岡銅・とよおかちようおかどう

　　７９９-０４３５・愛媛県四国中央市豊岡町長田・とよおかちようおさだ

　　７９９-０４３３・愛媛県四国中央市豊岡町豊田・とよおかちようとよだ

　　７９９-０４１３・愛媛県四国中央市中曽根町・なかぞねちよう

　　７９９-０４２２・愛媛県四国中央市中之庄町・なかのしようちよう

　　７９９-０４０３・愛媛県四国中央市三島朝日・みしまあさひ

　　７９９-０４２１・愛媛県四国中央市三島金子・みしまかねこ

　　７９９-０４０２・愛媛県四国中央市三島紙屋町・みしまかみやちよう

　　７９９-０４０５・愛媛県四国中央市三島中央・みしまちゆうおう

　　７９９-０４０４・愛媛県四国中央市三島宮川・みしまみやがわ

　　７９９-０４０１・愛媛県四国中央市村松町・むらまつちよう

　　７９９-０１１３・愛媛県四国中央市妻鳥町・めんどりちよう

　　７９７-００００・愛媛県西予市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７９７-０１１３・愛媛県西予市明浜町狩浜・あけはまちようかりはま

　　７９７-０２０１・愛媛県西予市明浜町高山・あけはまちようたかやま

　　７９７-０２０３・愛媛県西予市明浜町田之浜・あけはまちようたのはま

　　７９７-０１１１・愛媛県西予市明浜町俵津・あけはまちようたわらつﾞ

　　７９７-０１１２・愛媛県西予市明浜町渡江・あけはまちようとのえ

　　７９７-０２０２・愛媛県西予市明浜町宮野浦・あけはまちようみやのうら

　　７９７-００１０・愛媛県西予市宇和町明間・うわちようあかんま

　　７９７-０００７・愛媛県西予市宇和町明石・ うわちようあげいじ

　　７９７-００１４・愛媛県西予市宇和町伊賀上・うわちよういがじよう

　　７９７-０００４・愛媛県西予市宇和町伊崎・うわちよういさき

　　７９７-００１３・愛媛県西予市宇和町稲生・うわちよういのう

　　７９７-００３４・愛媛県西予市宇和町伊延・うわちよういのべ

　　７９７-００２６・愛媛県西予市宇和町岩木・うわちよういわき

　　７９７-００１５・愛媛県西予市宇和町卯之町・うわちよううのまち

　　７９７-００４３・愛媛県西予市宇和町大江・うわちようおおえ

　　７９７-００３３・愛媛県西予市宇和町岡山・うわちようおかやま

　　７９７-００２２・愛媛県西予市宇和町小野田・うわちようおのだ

　　７９７-００２７・愛媛県西予市宇和町小原・うわちようおはﾞら

　　７９７-００１２・愛媛県西予市宇和町皆田・うわちようかいだ



　　７９７-００４６・愛媛県西予市宇和町上松葉・うわちようかみまつはﾞ

　　７９７-００４４・愛媛県西予市宇和町加茂・うわちようかも

　　７９７-００３５・愛媛県西予市宇和町河内・うわちようかわち

　　７９７-００３０・愛媛県西予市宇和町清沢・うわちようきよさわ

　　７９７-００３６・愛媛県西予市宇和町久保・うわちようくほﾞ

　　７９７-０００３・愛媛県西予市宇和町窪・うわちようくほﾞ

　　７９７-００２５・愛媛県西予市宇和町郷内・うわちようごうない

　　７９７-００４５・愛媛県西予市宇和町坂戸・うわちようさかど

　　７９７-０００８・愛媛県西予市宇和町さくら・うわちようさくら

　　７９７-００１８・愛媛県西予市宇和町下松葉・うわちようしもまつはﾞ

　　７９７-０００５・愛媛県西予市宇和町常定寺・うわちようじようじようじ

　　７９７-０００６・愛媛県西予市宇和町新城・うわちようしんじよう

　　７９７-００１６・愛媛県西予市宇和町神領・うわちようじんりよう

　　７９７-００４２・愛媛県西予市宇和町瀬戸・うわちようせと

　　７９７-００３２・愛媛県西予市宇和町田苗真土・うわちようたなえまつち

　　７９７-０００１・愛媛県西予市宇和町田野中・うわちようたのなか

　　７９７-００２９・愛媛県西予市宇和町永長・うわちようながおさ

　　７９７-００２４・愛媛県西予市宇和町西山田・うわちようにしやまだ

　　７９７-００２１・愛媛県西予市宇和町野田・うわちようのだ

　　７９７-００３７・愛媛県西予市宇和町信里・うわちようのぶさと

　　７９７-００４１・愛媛県西予市宇和町東多田・うわちようひがしただ

　　７９７-００２０・愛媛県西予市宇和町久枝・うわちようひさえだ

　　７９７-００１１・愛媛県西予市宇和町下川・うわちようひとうがわ

　　７９７-００１７・愛媛県西予市宇和町ひまわり・うわちようひまわり

　　７９７-０００２・愛媛県西予市宇和町平野・うわちようひらの

　　７９７-００３１・愛媛県西予市宇和町杢所・うわちようもくしよ

　　７９７-００２３・愛媛県西予市宇和町山田・うわちようやまだ

　　７９７-００２８・愛媛県西予市宇和町れんげ・うわちようれんげ

　　７９７-１７１６・愛媛県西予市城川町魚成・ しろかわちよううおなじ

　　７９７-１７１７・愛媛県西予市城川町下相・しろかわちようおりあい

　　７９７-１７１４・愛媛県西予市城川町男河内・しろかわちようおんがわち

　　７９７-１７１３・愛媛県西予市城川町嘉喜尾・しろかわちようかぎお

　　７９７-１７０４・愛媛県西予市城川町川津南・しろかわちようかわつﾞみなみ

　　７９７-１７０３・愛媛県西予市城川町窪野・しろかわちようくほﾞの

　　７９７-１７１５・愛媛県西予市城川町田穂・しろかわちようたお

　　７９７-１７０５・愛媛県西予市城川町高野子・しろかわちようたかのこ

　　７９７-１７０１・愛媛県西予市城川町土居・しろかわちようどい

　　７９７-１７１１・愛媛県西予市城川町野井川・しろかわちようのいがわ

　　７９７-１７０２・愛媛県西予市城川町古市・しろかわちようふるいち

　　７９７-１７１２・愛媛県西予市城川町遊子谷・しろかわちようゆすたに

　　７９７-１２１１・愛媛県西予市野村町阿下・のむらちようあげ

　　７９７-１１０６・愛媛県西予市野村町旭・のむらちようあさひ

　　７９７-１３２４・愛媛県西予市野村町大西・ のむらちようおおにじ

　　７９７-１４３４・愛媛県西予市野村町大野ケ原・のむらちようおおのがはら

　　７９７-１２１３・愛媛県西予市野村町片川・のむらちようかたかわ

　　７９７-１３２３・愛媛県西予市野村町釜川・のむらちようかまがわ

　　７９７-１３２６・愛媛県西予市野村町鎌田・のむらちようかまんた

　　７９７-１１０４・愛媛県西予市野村町河西・のむらちようかわさい

　　７９７-１２１６・愛媛県西予市野村町蔵良・のむらちようくらら

　　７９７-１３２７・愛媛県西予市野村町栗木・のむらちようくりのき

　　７９７-１４３３・愛媛県西予市野村町小松・のむらちようこまつ

　　７９７-１３２２・愛媛県西予市野村町坂石・ のむらちようさかいじ

　　７９７-１１０１・愛媛県西予市野村町白髭・のむらちようしらひげ

　　７９７-１１０３・愛媛県西予市野村町四郎谷・のむらちようしろうたに

　　７９７-１４３２・愛媛県西予市野村町惣川・のむらちようそうがわ

　　７９７-１２１５・愛媛県西予市野村町高瀬・のむらちようたかせ

　　７９７-１１０７・愛媛県西予市野村町鳥鹿野・のむらちようとじがの

　　７９７-１２１４・愛媛県西予市野村町富野川・のむらちようとみのかわ

　　７９７-１１０５・愛媛県西予市野村町長谷・のむらちようながたに

　　７９７-１３２５・愛媛県西予市野村町中通川・のむらちようなかとおがわ

　　７９７-１３２８・愛媛県西予市野村町西・ のむらちようにじ

　　７９７-１２１２・愛媛県西予市野村町野村・のむらちようのむら

　　７９７-１２１７・愛媛県西予市野村町平野・のむらちようひらの

　　７９７-１４３１・愛媛県西予市野村町舟戸・のむらちようふなと

　　７９７-１１０２・愛媛県西予市野村町松渓・のむらちようまつたに

　　７９７-１３２１・愛媛県西予市野村町予子林・ のむらちようよこはﾞやじ

　　７９６-０９０７・愛媛県西予市三瓶町朝立・みかめちようあさだつ

　　７９６-０９０９・愛媛県西予市三瓶町安土・みかめちようあつﾞち

　　７９６-０９１０・愛媛県西予市三瓶町有網代・みかめちようあらじろ

　　７９６-０９１１・愛媛県西予市三瓶町有太刀・みかめちようあらたち



　　７９６-０９０６・愛媛県西予市三瓶町和泉・みかめちよういずみ

　　７９６-０９１３・愛媛県西予市三瓶町蔵貫・みかめちようくらぬき

　　７９６-０９１２・愛媛県西予市三瓶町蔵貫浦・みかめちようくらぬきうら

　　７９６-０９０５・愛媛県西予市三瓶町鴫山・みかめちようしぎやま

　　７９６-０９１５・愛媛県西予市三瓶町下泊・みかめちようしもどまり

　　７９６-０９０１・愛媛県西予市三瓶町周木・みかめちようしゆうき

　　７９６-０９０８・愛媛県西予市三瓶町津布理・みかめちようつぶり

　　７９６-０９０２・愛媛県西予市三瓶町長早・みかめちようながはや

　　７９６-０９０３・愛媛県西予市三瓶町二及・みかめちようにぎゆう

　　７９６-０９０４・愛媛県西予市三瓶町垣生・みかめちようはぶ

　　７９６-０９１４・愛媛県西予市三瓶町皆江・みかめちようみなえ

　　７９１-０２００・愛媛県東温市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７９１-０３１５・愛媛県東温市井内・いうち

　　７９１-０２２１・愛媛県東温市上村・うえむら

　　７９１-０２１３・愛媛県東温市牛渕・うしぶち

　　７９１-０２２３・愛媛県東温市上林・ かみはﾞやじ

　　７９１-０３２１・愛媛県東温市河之内・かわのうち

　　７９１-０３０３・愛媛県東温市北方・きたがた

　　７９１-０２１５・愛媛県東温市北野田・きたのだ

　　７９１-０２０４・愛媛県東温市志津川・しつかわ

　　７９１-０２０６・愛媛県東温市志津川南・しつかわみなみ

　　７９１-０２２２・愛媛県東温市下林・ しもはﾞやじ

　　７９１-０３１１・愛媛県東温市則之内甲・すのうちこう

　　７９１-０３１２・愛媛県東温市則之内乙・すのうちおつ

　　７９１-０３１３・愛媛県東温市則之内丙・すのうちへい

　　７９１-０２１２・愛媛県東温市田窪・たのくほﾞ

　　７９１-０３２２・愛媛県東温市滑川・なめがわ

　　７９１-０２０５・愛媛県東温市西岡・にしおか

　　７９１-０２１６・愛媛県東温市野田・のだ

　　７９１-０２０２・愛媛県東温市樋口・ひのくち

　　７９１-０３１４・愛媛県東温市松瀬川・ませかわ

　　７９１-０３０１・愛媛県東温市南方・みなみがた

　　７９１-０２１４・愛媛県東温市南野田・みなみのだ

　　７９１-０２１１・愛媛県東温市見奈良・みなら

　　７９１-０３２３・愛媛県東温市明河・みようが

　　７９１-０２０１・愛媛県東温市山之内・やまのうち

　　７９１-０２０３・愛媛県東温市横河原・よこがわら

　　７９１-０３０２・愛媛県東温市吉久・よしひさ

　　７９４-２５００・愛媛県越智郡上島町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７９４-２５５０・愛媛県越智郡上島町生名・いきな

　　７９４-２４１０・愛媛県越智郡上島町岩城・いわぎ

　　７９４-２５４０・愛媛県越智郡上島町魚島一番耕地・うおしまいちはﾞんこうち

　　７９４-２５４１・愛媛県越智郡上島町魚島二番耕地・うおしまにはﾞんこうち

　　７９４-２５４２・愛媛県越智郡上島町魚島三番耕地・うおしまさんはﾞんこうち

　　７９４-２５０８・愛媛県越智郡上島町弓削太田・ゆげおおた

　　７９４-２５１３・愛媛県越智郡上島町弓削大谷・ゆげおおたに

　　７９４-２５１０・愛媛県越智郡上島町弓削鎌田・ゆげかまだ

　　７９４-２５０３・愛媛県越智郡上島町弓削上弓削・ゆげかみゆげ

　　７９４-２５１２・愛媛県越智郡上島町弓削狩尾・ゆげかりお

　　７９４-２５０１・愛媛県越智郡上島町弓削久司浦・ゆげくじうら

　　７９４-２５２０・愛媛県越智郡上島町弓削佐島・ゆげさしま

　　７９４-２５０２・愛媛県越智郡上島町弓削沢津・ゆげさわつﾞ

　　７９４-２５０６・愛媛県越智郡上島町弓削下弓削・ゆげしもゆげ

　　７９４-２５３０・愛媛県越智郡上島町弓削豊島・ゆげとよしま

　　７９４-２５０９・愛媛県越智郡上島町弓削土生・ゆげはぶ

　　７９４-２５０４・愛媛県越智郡上島町弓削引野・ゆげひきの

　　７９４-２５１１・愛媛県越智郡上島町弓削日比・ゆげひび

　　７９４-２５０３・愛媛県越智郡上島町弓削百貫・ゆげひやつかん

　　７９４-２５０７・愛媛県越智郡上島町弓削藤谷・ゆげふじたに

　　７９４-２５０５・愛媛県越智郡上島町弓削明神・ゆげみようじん

　　７９１-１２００・愛媛県上浮穴郡久万高原町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７９１-１７０９・愛媛県上浮穴郡久万高原町相の木・あいのき

　　７９１-１７０５・愛媛県上浮穴郡久万高原町相の峰・あいのみね

　　７９１-１５０５・愛媛県上浮穴郡久万高原町有枝・ありえだ

　　７９１-１２０２・愛媛県上浮穴郡久万高原町入野・いりの

　　７９１-１５０４・愛媛県上浮穴郡久万高原町大川・おおがわ

　　７９１-１７０２・愛媛県上浮穴郡久万高原町大成・おおなる

　　７９１-１７０３・愛媛県上浮穴郡久万高原町笠方・かさがた

　　７９１-１５０１・愛媛県上浮穴郡久万高原町上黒岩・かみくろいわ

　　７９１-１２０６・愛媛県上浮穴郡久万高原町上野尻・かみのじり



　　７９１-１２１１・愛媛県上浮穴郡久万高原町上畑野川・かみはたのかわ

　　７９１-１２０１・愛媛県上浮穴郡久万高原町久万・くま

　　７９１-１５１５・愛媛県上浮穴郡久万高原町黒藤川・くろふじがわ

　　７９１-１７０８・愛媛県上浮穴郡久万高原町河の子・こうのこ

　　７９１-１５１４・愛媛県上浮穴郡久万高原町沢渡・さわたり

　　７９１-１５１３・愛媛県上浮穴郡久万高原町仕出・しで

　　７９１-１７０１・愛媛県上浮穴郡久万高原町渋草・しぶくさ

　　７９１-１２０７・愛媛県上浮穴郡久万高原町下野尻・しものじり

　　７９１-１２１２・愛媛県上浮穴郡久万高原町下畑野川・しもはたのかわ

　　７９１-１２０５・愛媛県上浮穴郡久万高原町菅生・すごう

　　７９１-１２２３・愛媛県上浮穴郡久万高原町父野川・ちちのかわ

　　７９１-１２２１・愛媛県上浮穴郡久万高原町露峰・つゆみね

　　７９１-１２１３・愛媛県上浮穴郡久万高原町直瀬・なおせ

　　７９１-１７０７・愛媛県上浮穴郡久万高原町中組・なかぐみ

　　７９１-１５０２・愛媛県上浮穴郡久万高原町中黒岩・なかくろいわ

　　７９１-１８０３・愛媛県上浮穴郡久万高原町中津・なかつ

　　７９１-１５１１・愛媛県上浮穴郡久万高原町七鳥・ななとり

　　７９１-１８０２・愛媛県上浮穴郡久万高原町西谷・にしだに

　　７９１-１２０３・愛媛県上浮穴郡久万高原町西明神・にしみようじん

　　７９１-１２２２・愛媛県上浮穴郡久万高原町二名・にみよう

　　７９１-１５１２・愛媛県上浮穴郡久万高原町東川・ひがしがわ

　　７９１-１２０４・愛媛県上浮穴郡久万高原町東明神・ひがしみようじん

　　７９１-１５０３・愛媛県上浮穴郡久万高原町日野浦・ひのうら

　　７９１-１７０６・愛媛県上浮穴郡久万高原町本組・ほんぐみ

　　７９１-１７０４・愛媛県上浮穴郡久万高原町前組・まえぐみ

　　７９１-１８０１・愛媛県上浮穴郡久万高原町柳井川・やないがわ

　　７９１-１７１０・愛媛県上浮穴郡久万高原町若山・わかやま

　　７９１-３１００・愛媛県伊予郡松前町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７９１-３１４１・愛媛県伊予郡松前町恵久美・えくび

　　７９１-３１５３・愛媛県伊予郡松前町大溝・おおみぞ

　　７９１-３１４２・愛媛県伊予郡松前町上高柳・かみたかやなぎ

　　７９１-３１６１・愛媛県伊予郡松前町神崎・かんざき

　　７９１-３１３１・愛媛県伊予郡松前町北川原・きたがわら

　　７９１-３１０２・愛媛県伊予郡松前町北黒田・きたくろだ

　　７９１-３１６２・愛媛県伊予郡松前町出作・しゆつさく

　　７９１-３１３３・愛媛県伊予郡松前町昌農内・しようのうち

　　７９１-３１４３・愛媛県伊予郡松前町大間・だいま

　　７９１-３１２０・愛媛県伊予郡松前町筒井・つつい

　　７９１-３１５５・愛媛県伊予郡松前町鶴吉・ つるよじ

　　７９１-３１６３・愛媛県伊予郡松前町徳丸・とくまる

　　７９１-３１６４・愛媛県伊予郡松前町中川原・なかがわら

　　７９１-３１５２・愛媛県伊予郡松前町永田・ながた

　　７９１-３１３４・愛媛県伊予郡松前町西古泉・にしこいずみ

　　７９１-３１３２・愛媛県伊予郡松前町西高柳・にしたかやなぎ

　　７９１-３１１０・愛媛県伊予郡松前町浜・はま

　　７９１-３１５１・愛媛県伊予郡松前町東古泉・ひがしこいずみ

　　７９１-３１０１・愛媛県伊予郡松前町南黒田・みなみくろだ

　　７９１-３１５４・愛媛県伊予郡松前町横田・よこた

　　７９１-２１００・愛媛県伊予郡砥部町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７９１-２１１４・愛媛県伊予郡砥部町麻生・あそう

　　７９１-２１４２・愛媛県伊予郡砥部町岩谷・いわや

　　７９１-２１４１・愛媛県伊予郡砥部町岩谷口・いわやぐち

　　７９１-２１３５・愛媛県伊予郡砥部町鵜ノ崎・うのさき

　　７９１-２２０６・愛媛県伊予郡砥部町多居谷・おおいだに

　　７９１-２１２６・愛媛県伊予郡砥部町大角蔵・おおかくら

　　７９１-２１４５・愛媛県伊予郡砥部町大平・おおひら

　　７９１-２１３２・愛媛県伊予郡砥部町大南・おおみなみ

　　７９１-２１１７・愛媛県伊予郡砥部町上原町・かみはらまち

　　７９１-２１２３・愛媛県伊予郡砥部町川井・かわい

　　７９１-２１４３・愛媛県伊予郡砥部町川登・かわのほﾞり

　　７９１-２１３１・愛媛県伊予郡砥部町北川毛・きたかわげ

　　７９１-２１３３・愛媛県伊予郡砥部町五本松・ごほんまつ

　　７９１-２１１２・愛媛県伊予郡砥部町重光・しげみつ

　　７９１-２１１３・愛媛県伊予郡砥部町拾町・じつちよう

　　７９１-２１２２・愛媛県伊予郡砥部町千足・せんぞく

　　７９１-２２０７・愛媛県伊予郡砥部町仙波・せんはﾞ

　　７９１-２２０５・愛媛県伊予郡砥部町総津・そうつﾞ

　　７９１-２２０４・愛媛県伊予郡砥部町高市・たかいち

　　７９１-２１０３・愛媛県伊予郡砥部町高尾田（上野団地）・(うえのだんち)

　　７９１-２１０２・愛媛県伊予郡砥部町高尾田（砥部団地）・(とべだんち)



　　７９１-２１０１・愛媛県伊予郡砥部町高尾田（その他）・たこおだ(そのた)

　　７９１-２１２４・愛媛県伊予郡砥部町田ノ浦・たのうら

　　７９１-２２０２・愛媛県伊予郡砥部町玉谷・たまたに

　　７９１-２１３４・愛媛県伊予郡砥部町外山・とやま

　　７９１-２２０３・愛媛県伊予郡砥部町中野川・なかのかわ

　　７９１-２１２５・愛媛県伊予郡砥部町七折・ななおれ

　　７９１-２１１６・愛媛県伊予郡砥部町原町・はらまち

　　７９１-２１４４・愛媛県伊予郡砥部町万年・まんねん

　　７９１-２２０１・愛媛県伊予郡砥部町満穂・みつほ

　　７９１-２１２１・愛媛県伊予郡砥部町宮内（山並）・みやうち(やまなみ)

　　７９１-２１２０・愛媛県伊予郡砥部町宮内（その他）・みやうち(そのた)

　　７９１-２１１５・愛媛県伊予郡砥部町三角・みようか

　　７９１-２１１１・愛媛県伊予郡砥部町八倉・やくら

　　７９１-３３００・愛媛県喜多郡内子町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７９５-０３０１・愛媛県喜多郡内子町五十崎・いかざき

　　７９１-３３４３・愛媛県喜多郡内子町石畳・いしだたみ

　　７９１-３３５１・愛媛県喜多郡内子町五百木・いよき

　　７９１-３５１４・愛媛県喜多郡内子町臼杵・うすき

　　７９１-３３０１・愛媛県喜多郡内子町内子・うちこ

　　７９５-０３０２・愛媛県喜多郡内子町大久喜・おおぐき

　　７９１-３３６０・愛媛県喜多郡内子町大瀬・おおせ

　　７９１-３３６３・愛媛県喜多郡内子町大瀬東・ おおせひがじ

　　７９１-３３６４・愛媛県喜多郡内子町大瀬南・おおせみなみ

　　７９１-３３６２・愛媛県喜多郡内子町大瀬北（乙影山）・おおせきた(おつかげやま

　　７９１-３３６２・愛媛県喜多郡内子町大瀬北（熊の滝）・(くまのたき)

　　７９１-３３６２・愛媛県喜多郡内子町大瀬北（甲影山）・おおせきた(おつかげやま)

　　７９１-３３６２・愛媛県喜多郡内子町大瀬北（程内）・ほどうち)

　　７９１-３３６１・愛媛県喜多郡内子町大瀬中央（鵜川）・おおせちゆうおう(うかわ)

　　７９１-３３６１・愛媛県喜多郡内子町大瀬中央（大久保）・おおせちゆうおう(おおくほﾞ)

　　７９１-３３６１・愛媛県喜多郡内子町大瀬中央（乙成）・おおせちゆうおう(おつなり)

　　７９１-３３６１・愛媛県喜多郡内子町大瀬中央（中野）・おおせちゆうおう(なかの)

　　７９１-３３６１・愛媛県喜多郡内子町大瀬中央（本町１～３）・(ほんまち１-３)

　　７９１-３５０４・愛媛県喜多郡内子町大平・おおひら

　　７９１-３５０１・愛媛県喜多郡内子町小田・おだ

　　７９１-３５２４・愛媛県喜多郡内子町小田深山・おだみやま

　　７９１-３５２３・愛媛県喜多郡内子町上川・かみがわ

　　７９１-３５１３・愛媛県喜多郡内子町上田渡・かみたど

　　７９１-３３２１・愛媛県喜多郡内子町川中・かわなか

　　７９１-３３４２・愛媛県喜多郡内子町河内・かわのうち

　　７９５-０３０７・愛媛県喜多郡内子町北表・きたおもて

　　７９５-０３０４・愛媛県喜多郡内子町重松・しげまつ

　　７９５-０３０５・愛媛県喜多郡内子町宿間・しゆくま

　　７９１-３３１０・愛媛県喜多郡内子町城廻・しろまわり

　　７９５-０３０９・愛媛県喜多郡内子町只海・ただのうみ

　　７９１-３３３１・愛媛県喜多郡内子町立山・たちやま

　　７９１-３５０５・愛媛県喜多郡内子町立石・ たていじ

　　７９１-３３２２・愛媛県喜多郡内子町知清・ちせい

　　７９１-３５０２・愛媛県喜多郡内子町寺村・てらむら

　　７９１-３５２２・愛媛県喜多郡内子町中川・なかがわ

　　７９１-３５１２・愛媛県喜多郡内子町中田渡・なかたど

　　７９１-３５０３・愛媛県喜多郡内子町日野川・ひのかわ

　　７９５-０３０３・愛媛県喜多郡内子町平岡・ひらおか

　　７９５-０３０６・愛媛県喜多郡内子町福岡・ふくおか

　　７９１-３３３２・愛媛県喜多郡内子町袋口・ふろく

　　７９１-３５２１・愛媛県喜多郡内子町本川・ほんがわ

　　７９１-３５０６・愛媛県喜多郡内子町南山・みなみやま

　　７９１-３３５２・愛媛県喜多郡内子町村前・むらさき

　　７９５-０３０８・愛媛県喜多郡内子町山鳥坂・やまとさか

　　７９１-３５１１・愛媛県喜多郡内子町吉野川・よしのかわ

　　７９１-３３４１・愛媛県喜多郡内子町論田・ろんでん

　　７９６-０３００・愛媛県西宇和郡伊方町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７９６-０５０１・愛媛県西宇和郡伊方町足成・あしなる

　　７９６-０３０４・愛媛県西宇和郡伊方町伊方越・ いかたごじ

　　７９６-０８０５・愛媛県西宇和郡伊方町井野浦・いのうら

　　７９６-０５０３・愛媛県西宇和郡伊方町大江・おおえ

　　７９６-０６１２・愛媛県西宇和郡伊方町大久・おおく

　　７９６-０８０４・愛媛県西宇和郡伊方町大佐田・おおさだ

　　７９６-０３０８・愛媛県西宇和郡伊方町大浜・おおはま

　　７９６-０８１５・愛媛県西宇和郡伊方町釜木・かまぎ

　　７９６-０３０３・愛媛県西宇和郡伊方町亀浦・かめうら



　　７９６-０３０５・愛媛県西宇和郡伊方町河内・かわうち

　　７９６-０３１２・愛媛県西宇和郡伊方町川永田・かわながた

　　７９６-０６１１・愛媛県西宇和郡伊方町川之浜・かわのはま

　　７９６-０８２２・愛媛県西宇和郡伊方町串・ くじ

　　７９６-０４２１・愛媛県西宇和郡伊方町九町・くちよう

　　７９６-０６１３・愛媛県西宇和郡伊方町神崎・こうざき

　　７９６-０６１５・愛媛県西宇和郡伊方町高茂・こうも

　　７９６-０５０５・愛媛県西宇和郡伊方町小島・こじま

　　７９６-０３０２・愛媛県西宇和郡伊方町小中浦・こなかうら

　　７９６-０８０３・愛媛県西宇和郡伊方町佐田・さだ

　　７９６-０５０６・愛媛県西宇和郡伊方町塩成・ しおなじ

　　７９６-０５０４・愛媛県西宇和郡伊方町志津・しつ

　　７９６-０８２３・愛媛県西宇和郡伊方町正野・しようの

　　７９６-０８０２・愛媛県西宇和郡伊方町高浦・たかうら

　　７９６-０６１４・愛媛県西宇和郡伊方町田部・たぶ

　　７９６-０３１３・愛媛県西宇和郡伊方町豊之浦・とよのうら

　　７９６-０３１１・愛媛県西宇和郡伊方町中浦・なかうら

　　７９６-０３０７・愛媛県西宇和郡伊方町中之浜・なかのはま

　　７９６-０８１６・愛媛県西宇和郡伊方町名取・なとり

　　７９６-０３０６・愛媛県西宇和郡伊方町仁田之浜・にたのはま

　　７９６-０８１４・愛媛県西宇和郡伊方町平礒・ひらいそ

　　７９６-０８１３・愛媛県西宇和郡伊方町二名津・ふたなつﾞ

　　７９６-０４２２・愛媛県西宇和郡伊方町二見・ふたみ

　　７９６-０８１１・愛媛県西宇和郡伊方町松・まつ

　　７９６-０８０１・愛媛県西宇和郡伊方町三崎・みさき

　　７９６-０５０２・愛媛県西宇和郡伊方町三机・みつくえ

　　７９６-０３０１・愛媛県西宇和郡伊方町湊浦・みなとうら

　　７９６-０８１２・愛媛県西宇和郡伊方町明神・みようじん

　　７９６-０８２１・愛媛県西宇和郡伊方町与侈・よほﾞこり

　　７９８-２１００・愛媛県北宇和郡松野町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７９８-２１１３・愛媛県北宇和郡松野町奥野川・おくのかわ

　　７９８-２１０５・愛媛県北宇和郡松野町上家地・かみいえじ

　　７９８-２１０４・愛媛県北宇和郡松野町富岡・とみおか

　　７９８-２１０３・愛媛県北宇和郡松野町豊岡・とよおか

　　７９８-２１０２・愛媛県北宇和郡松野町延野々・のびのの

　　７９８-２１０１・愛媛県北宇和郡松野町松丸・まつまる

　　７９８-２１０６・愛媛県北宇和郡松野町目黒・めぐろ

　　７９８-２１１１・愛媛県北宇和郡松野町吉野・よしの

　　７９８-２１１２・愛媛県北宇和郡松野町蕨生・わらびよう

　　７９８-１３００・愛媛県北宇和郡鬼北町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７９８-１３７５・愛媛県北宇和郡鬼北町畔屋・あぜや

　　７９８-１３７１・愛媛県北宇和郡鬼北町生田・いくた

　　７９８-１３３２・愛媛県北宇和郡鬼北町出目・いずめ

　　７９８-１３２３・愛媛県北宇和郡鬼北町岩谷・いわや

　　７９８-１３６３・愛媛県北宇和郡鬼北町内深田・うちふかた

　　７９８-１３０１・愛媛県北宇和郡鬼北町大宿・おおじく

　　７９８-１３３１・愛媛県北宇和郡鬼北町興野々・おきのの

　　７９８-１３２１・愛媛県北宇和郡鬼北町小倉・おぐわ

　　７９８-１５０３・愛媛県北宇和郡鬼北町上大野・かみおおの

　　７９８-１５０１・愛媛県北宇和郡鬼北町上鍵山・かみかぎやま

　　７９８-１３２２・愛媛県北宇和郡鬼北町上川・かみかわ

　　７９８-１３１２・愛媛県北宇和郡鬼北町川上・かわかみ

　　７９８-１３５４・愛媛県北宇和郡鬼北町北川・きたがわ

　　７９８-１３６２・愛媛県北宇和郡鬼北町清延・きよのぶ

　　７９８-１３６１・愛媛県北宇和郡鬼北町国遠・くにとお

　　７９８-１３１４・愛媛県北宇和郡鬼北町久保・くほﾞ

　　７９８-１３２４・愛媛県北宇和郡鬼北町小西野々・こにしのの

　　７９８-１３１１・愛媛県北宇和郡鬼北町小松・こまつ

　　７９８-１３６７・愛媛県北宇和郡鬼北町沢松・さわまつ

　　７９８-１３５５・愛媛県北宇和郡鬼北町芝・しはﾞ

　　７９８-１３０２・愛媛県北宇和郡鬼北町下大野・しもおおの

　　７９８-１５０２・愛媛県北宇和郡鬼北町下鍵山・しもかぎやま

　　７９８-１３７３・愛媛県北宇和郡鬼北町清水・せいずい

　　７９８-１３４１・愛媛県北宇和郡鬼北町近永（旭町）・ちかなが(あさひまち)

　　７９８-１３４２・愛媛県北宇和郡鬼北町近永（栄町）・ちかなが(さかえまち)

　　７９８-１３４３・愛媛県北宇和郡鬼北町近永（新町）・ちかなが(しんまち)

　　７９８-１３４４・愛媛県北宇和郡鬼北町近永（本町）・ちかなが(ほんまち)

　　７９８-１３４５・愛媛県北宇和郡鬼北町近永（南町）・ちかなが(みなみまち)

　　７９８-１５０５・愛媛県北宇和郡鬼北町父野川上・ちちのかわかみ

　　７９８-１５０６・愛媛県北宇和郡鬼北町父野川中・ちちのかわなか



　　７９８-１５０７・愛媛県北宇和郡鬼北町父野川下・ちちのかわしも

　　７９８-１３３３・愛媛県北宇和郡鬼北町永野市・ながのいち

　　７９８-１３５６・愛媛県北宇和郡鬼北町中野川・なかのかわ

　　７９８-１３５２・愛媛県北宇和郡鬼北町奈良（成川）・なら(なるかわ)

　　７９８-１３５３・愛媛県北宇和郡鬼北町奈良（水分）・なら(みずわかれ)

　　７９８-１３５１・愛媛県北宇和郡鬼北町奈良（その他）・なら(そのた)

　　７９８-１３７４・愛媛県北宇和郡鬼北町成藤・なりふじ

　　７９８-１３６５・愛媛県北宇和郡鬼北町西仲・にしなか

　　７９８-１３７２・愛媛県北宇和郡鬼北町西野々・にしのの

　　７９８-１３１３・愛媛県北宇和郡鬼北町延川・のぶかわ

　　７９８-１３６６・愛媛県北宇和郡鬼北町東仲・ひがしなか

　　７９８-１５０４・愛媛県北宇和郡鬼北町日向谷・ひゆうがい

　　７９８-１３０３・愛媛県北宇和郡鬼北町広見・ひろみ

　　７９８-１３６４・愛媛県北宇和郡鬼北町吉波・よしなみ

　　７９８-４１００・愛媛県南宇和郡愛南町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７９８-４１２３・愛媛県南宇和郡愛南町赤水・あかみず

　　７９８-３７０８・愛媛県南宇和郡愛南町網代・あじろ

　　７９８-４３４５・愛媛県南宇和郡愛南町敦盛・あつもり

　　７９８-３７０５・愛媛県南宇和郡愛南町家串・ いえくじ

　　７９８-４４０８・愛媛県南宇和郡愛南町一本松・いつほﾟんまつ

　　７９８-４３５１・愛媛県南宇和郡愛南町鯆越・いるかごえ

　　７９８-４３４４・愛媛県南宇和郡愛南町岩水・いわみず

　　７９８-４２０６・愛媛県南宇和郡愛南町内泊・うちどまり

　　７９８-４４０７・愛媛県南宇和郡愛南町上大道・うわおおどう

　　７９８-４２１４・愛媛県南宇和郡愛南町大成川・おおなるかわ

　　７９８-４３４７・愛媛県南宇和郡愛南町大浜・おおはま

　　７９８-４３４３・愛媛県南宇和郡愛南町垣内・かきうち

　　７９８-４３４６・愛媛県南宇和郡愛南町柿ノ浦・かきのうら

　　７９８-４２０４・愛媛県南宇和郡愛南町樫月・かしつﾞく

　　７９８-４２０９・愛媛県南宇和郡愛南町鹿島・かしま

　　７９８-３７０１・愛媛県南宇和郡愛南町柏・かしわ

　　７９８-３７０２・愛媛県南宇和郡愛南町柏崎・かしわざき

　　７９８-４２１９・愛媛県南宇和郡愛南町高茂・こうも

　　７９８-４２０３・愛媛県南宇和郡愛南町小浦・こうら

　　７９８-４２０１・愛媛県南宇和郡愛南町越田・こしだ

　　７９８-４２１５・愛媛県南宇和郡愛南町小成川・こなるかわ

　　７９８-４４０３・愛媛県南宇和郡愛南町小山・こやま

　　７９８-４１２６・愛媛県南宇和郡愛南町猿鳴・さるなぎ

　　７９８-４２１２・愛媛県南宇和郡愛南町下久家・しもひさげ

　　７９８-４１３１・愛媛県南宇和郡愛南町城辺甲・じようへんこう

　　７９８-４１３２・愛媛県南宇和郡愛南町城辺乙・じようへんおつ

　　７９８-３７０３・愛媛県南宇和郡愛南町須ノ川・すのかわ

　　７９８-４１３６・愛媛県南宇和郡愛南町僧都・そうつﾞ

　　７９８-４２０８・愛媛県南宇和郡愛南町外泊・そとどまり

　　７９８-４１２４・愛媛県南宇和郡愛南町高畑・たかはた

　　７９８-４２１３・愛媛県南宇和郡愛南町樽見・たるみ

　　７９８-４１２５・愛媛県南宇和郡愛南町中浦・なかうら

　　７９８-４３４８・愛媛県南宇和郡愛南町中玉・なかたま

　　７９８-４２０７・愛媛県南宇和郡愛南町中泊・なかどまり

　　７９８-４４０４・愛媛県南宇和郡愛南町中川・なかのかわ

　　７９８-３７０７・愛媛県南宇和郡愛南町魚神山・ながみやま

　　７９８-４２１１・愛媛県南宇和郡愛南町久家・ひさげ

　　７９８-４３５３・愛媛県南宇和郡愛南町久良・ ひさよじ

　　７９８-３７０４・愛媛県南宇和郡愛南町平碆・ひらはﾞえ

　　７９８-４４０６・愛媛県南宇和郡愛南町広見・ひろみ

　　７９８-４３４２・愛媛県南宇和郡愛南町深浦・ふかうら

　　７９８-４２１６・愛媛県南宇和郡愛南町福浦・ふくうら

　　７９８-４２０５・愛媛県南宇和郡愛南町船越・ ふなこじ

　　７９８-４３５２・愛媛県南宇和郡愛南町古月・ふるつき

　　７９８-４１２２・愛媛県南宇和郡愛南町防城成川・ほﾞうじようなるかわ

　　７９８-４４０１・愛媛県南宇和郡愛南町正木・まさき

　　７９８-４４０２・愛媛県南宇和郡愛南町増田・ますだ

　　７９８-４１０１・愛媛県南宇和郡愛南町御荘菊川・みしようきくがわ

　　７９８-４１０３・愛媛県南宇和郡愛南町御荘長洲・みしようながす

　　７９８-４１０５・愛媛県南宇和郡愛南町御荘長月・みしようながつき

　　７９８-４１１０・愛媛県南宇和郡愛南町御荘平城・みしようひらじよう

　　７９８-４１０２・愛媛県南宇和郡愛南町御荘平山・みしようひらやま

　　７９８-４１２１・愛媛県南宇和郡愛南町御荘深泥・みしようみどろ

　　７９８-４１０４・愛媛県南宇和郡愛南町御荘和口・みしようわぐち

　　７９８-４４０５・愛媛県南宇和郡愛南町満倉・みちくら



　　７９８-４１３４・愛媛県南宇和郡愛南町緑甲・みどりこう

　　７９８-４１３３・愛媛県南宇和郡愛南町緑乙・みどりおつ

　　７９８-４１３５・愛媛県南宇和郡愛南町緑丙・みどりへい

　　７９８-４２１７・愛媛県南宇和郡愛南町麦ケ浦・むぎがうら

　　７９８-４２１８・愛媛県南宇和郡愛南町武者泊・むしやどまり

　　７９８-３７０６・愛媛県南宇和郡愛南町油袋・ゆたい

　　７９８-４２０２・愛媛県南宇和郡愛南町弓立・ゆだち

　　７９８-４３４１・愛媛県南宇和郡愛南町蓮乗寺・れんじようじ

　　７９８-４３４９・愛媛県南宇和郡愛南町脇本・わきもと




