
　　５００-００００・岐阜県岐阜市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　５００-８１０３・岐阜県岐阜市藍川町・あいかわちよう

　　５００-８０８３・岐阜県岐阜市間之町・あいのまち

　　５００-８８８１・岐阜県岐阜市青柳町・あおやぎちよう

　　５００-８２８２・岐阜県岐阜市茜部大川・あかなべおおかわ

　　５００-８２６１・岐阜県岐阜市茜部大野・あかなべおおの

　　５００-８２６３・岐阜県岐阜市茜部新所・あかなべしんしよ

　　５００-８２６５・岐阜県岐阜市茜部神清寺・あかなべしんせいじ

　　５００-８２６４・岐阜県岐阜市茜部辰新・あかなべたつしん

　　５００-８２６７・岐阜県岐阜市茜部寺屋敷・あかなべてらやしき

　　５００-８２６９・岐阜県岐阜市茜部中島・あかなべなかしま

　　５００-８２８３・岐阜県岐阜市茜部野瀬・あかなべのせ

　　５００-８２６８・岐阜県岐阜市茜部菱野・あかなべひしの

　　５００-８２６２・岐阜県岐阜市茜部本郷・あかなべほんごう

　　５００-８２８４・岐阜県岐阜市茜町・あかねちよう

　　５００-８１７６・岐阜県岐阜市県町・あがたまち

　　５０１-１１８２・岐阜県岐阜市秋沢・あきさわ

　　５００-８０６７・岐阜県岐阜市秋津町・あきつまち

　　５０１-３１３４・岐阜県岐阜市芥見・あくたみ

　　５０１-３１１１・岐阜県岐阜市芥見大退・あくたみおおのぎ

　　５０１-３１１４・岐阜県岐阜市芥見大船・あくたみおおぶね

　　５０１-３１３６・岐阜県岐阜市芥見海戸山・あくたみかいとやま

　　５０１-３１４３・岐阜県岐阜市芥見影山・あくたみかげやま

　　５０１-３１３５・岐阜県岐阜市芥見清水・あくたみきよみず

　　５０１-３１４６・岐阜県岐阜市芥見嵯峨・あくたみさが

　　５０１-３１４４・岐阜県岐阜市芥見大般若・あくたみだいはんにや

　　５０１-３１４１・岐阜県岐阜市芥見中野畑・あくたみなかのはﾞた

　　５０１-３１３２・岐阜県岐阜市芥見長山・あくたみながやま

　　５０１-３１４５・岐阜県岐阜市芥見野畑・あくたみのはﾞた

　　５０１-３１１２・岐阜県岐阜市芥見東山・あくたみひがしやま

　　５０１-３１４７・岐阜県岐阜市芥見堀田・あくたみほりた

　　５０１-３１１６・岐阜県岐阜市芥見町屋・あくたみまちや

　　５０１-３１３３・岐阜県岐阜市芥見南山・あくたみみなみやま

　　５００-８１４８・岐阜県岐阜市曙町・あけほﾞのちよう

　　５００-８２５５・岐阜県岐阜市朝霧町・あさぎりちよう

　　５００-８１０９・岐阜県岐阜市朝日町・あさひまち

　　５０１-１１０９・岐阜県岐阜市安食・あじき

　　５０１-１１０８・岐阜県岐阜市安食志良古・あじきしらこ

　　５００-８４１１・岐阜県岐阜市安宅町・あたかまち

　　５００-８８８３・岐阜県岐阜市吾妻町・あつﾞまちよう

　　５００-８２２１・岐阜県岐阜市天池・あまいけ

　　５００-８３３７・岐阜県岐阜市雨踊町・あまおどりちよう

　　５００-８１３２・岐阜県岐阜市尼ケ崎町・あまがさきちよう

　　５００-８４４９・岐阜県岐阜市荒川町・あらかわちよう

　　５００-８４０１・岐阜県岐阜市安良田町・あらたまち

　　５０２-０００１・岐阜県岐阜市粟野・あわの

　　５０２-０００２・岐阜県岐阜市粟野東・あわのひがじ

　　５０２-０００６・岐阜県岐阜市粟野西・あわのにじ

　　５０２-０００７・岐阜県岐阜市粟野台・あわのだい

　　５００-８１３９・岐阜県岐阜市庵町・いおりまち

　　５００-８４０５・岐阜県岐阜市生田町・いくたまち

　　５００-８８８４・岐阜県岐阜市池田町・いけだまち

　　５０２-０９０６・岐阜県岐阜市池ノ上町・いけのうえちよう

　　５０１-１１０６・岐阜県岐阜市石谷・いしがい

　　５００-８４３７・岐阜県岐阜市石切町・いしきりちよう

　　５００-８１５３・岐阜県岐阜市石長町・いしながちよう

　　５０１-２５３５・岐阜県岐阜市石原（１～３丁目）・いしはら

　　５０１-３１０４・岐阜県岐阜市石原（その他）・いしはら(そのた)

　　５００-８０７３・岐阜県岐阜市泉町・いずみまち

　　５００-８１５５・岐阜県岐阜市市ノ坪町・いちのつほﾞちよう

　　５００-８３８１・岐阜県岐阜市市橋・いちはじ

　　５００-８１８３・岐阜県岐阜市一番町・いちはﾞんちよう

　　５００-８４０３・岐阜県岐阜市一松道・いつしようどう

　　５００-８０４３・岐阜県岐阜市伊奈波通・いなはﾞどおり

　　５００-８３３６・岐阜県岐阜市稲荷町・いなりちよう

　　５００-８４８９・岐阜県岐阜市稲荷山・いなりやま

　　５００-８１６１・岐阜県岐阜市茨木町・いはﾞらぎちよう

　　５００-８０７７・岐阜県岐阜市伊吹町・いぶきちよう

　　５０１-１１１４・岐阜県岐阜市今川・いまがわ

　　５００-８８１４・岐阜県岐阜市今川町・いまがわちよう
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　　５００-８０６９・岐阜県岐阜市今小町・いまこまち

　　５００-８８２２・岐阜県岐阜市今沢町・いまざわちよう

　　５００-８０２３・岐阜県岐阜市今町・いままち

　　５００-８３８８・岐阜県岐阜市今嶺・いまみね

　　５００-８２３４・岐阜県岐阜市芋島・いもじま

　　５００-８１５２・岐阜県岐阜市入舟町・いりふねちよう

　　５０１-３１０１・岐阜県岐阜市岩井・いわい

　　５０１-３１０２・岐阜県岐阜市岩井万場・いわいまんはﾞ

　　５００-８１３４・岐阜県岐阜市岩栄町・いわえいちよう

　　５０２-０８４４・岐阜県岐阜市岩倉町・いわくらちよう

　　５０２-０００５・岐阜県岐阜市岩崎・いわさき

　　５０１-３１５４・岐阜県岐阜市岩田東・いわたひがじ

　　５０１-３１５６・岐阜県岐阜市岩田西・いわたにじ

　　５０１-３１５１・岐阜県岐阜市岩滝東・いわたきひがじ

　　５０１-３１５２・岐阜県岐阜市岩滝西・いわたきにじ

　　５０１-３１５５・岐阜県岐阜市岩田坂・いわたざか

　　５００-８２２５・岐阜県岐阜市岩地・いわち

　　５０１-１１０２・岐阜県岐阜市岩利・いわり

　　５００-８０３３・岐阜県岐阜市魚屋町・うおやちよう

　　５０２-０８３７・岐阜県岐阜市鵜川町・うかわちよう

　　５００-８０５２・岐阜県岐阜市鶯谷・うぐいすだに

　　５００-８０５３・岐阜県岐阜市鶯谷町・うぐいすだにちよう

　　５００-８３６８・岐阜県岐阜市宇佐・うさ

　　５００-８３６６・岐阜県岐阜市宇佐東町・うさひがしまち

　　５００-８３６７・岐阜県岐阜市宇佐南・うさみなみ

　　５０２-０８０２・岐阜県岐阜市打越・うちこじ

　　５００-８０４１・岐阜県岐阜市靱屋町・うつほﾞやちよう

　　５００-８８１８・岐阜県岐阜市梅ケ枝町・うめがえちよう

　　５００-８８１５・岐阜県岐阜市梅河町・うめがわちよう

　　５００-８３７１・岐阜県岐阜市梅園町・うめぞのちよう

　　５００-８１２３・岐阜県岐阜市雲竜町・うんりゆうちよう

　　５００-８０５９・岐阜県岐阜市栄扇町・えいせんちよう

　　５００-８１３３・岐阜県岐阜市永楽町・えいらくちよう

　　５００-８８２３・岐阜県岐阜市江川町・えがわちよう

　　５０２-０９１５・岐阜県岐阜市江口・えぐち

　　５０１-０１１７・岐阜県岐阜市江崎・えさき

　　５０１-０１２１・岐阜県岐阜市江崎北・えさききた

　　５０１-０１２２・岐阜県岐阜市江崎南・えさきみなみ

　　５００-８３８３・岐阜県岐阜市江添・えぞえ

　　５００-８１４９・岐阜県岐阜市戎町・えびすちよう

　　５００-８１６５・岐阜県岐阜市老松町・おいまつちよう

　　５００-８３７３・岐阜県岐阜市大池町・おおいけちよう

　　５０１-３１０８・岐阜県岐阜市大蔵台・おおくらだい

　　５００-８４４７・岐阜県岐阜市大倉町・おおくらちよう

　　５０１-０１１８・岐阜県岐阜市大菅北・おおすがきた

　　５０１-０１１９・岐阜県岐阜市大菅南・おおすがみなみ

　　５００-８８７３・岐阜県岐阜市大富町・おおとみちよう

　　５００-８８８９・岐阜県岐阜市大縄場・おおなわはﾞ

　　５０１-３１２４・岐阜県岐阜市大洞・おおほﾞら

　　５０１-３１２３・岐阜県岐阜市大洞柏台・おおほﾞらかしわだい

　　５０１-３１２１・岐阜県岐阜市大洞桐が丘・おおほﾞらきりがおか

　　５０１-３１２７・岐阜県岐阜市大洞桜台・おおほﾞらさくらだい

　　５０１-３１２５・岐阜県岐阜市大洞緑山・おおほﾞらみどりやま

　　５０１-３１２２・岐阜県岐阜市大洞紅葉が丘・おおほﾞらもみじがおか

　　５０１-３１２６・岐阜県岐阜市大洞西・おおほﾞらにじ

　　５００-８００３・岐阜県岐阜市大宮町・おおみやちよう

　　５００-８８８５・岐阜県岐阜市大柳町・おおやなぎちよう

　　５０１-６１３４・岐阜県岐阜市大脇・おおわき

　　５００-８３０５・岐阜県岐阜市沖ノ橋町・おきのはしちよう

　　５０１-１１８５・岐阜県岐阜市奥・おく

　　５００-８０６１・岐阜県岐阜市小熊町・おぐまちよう

　　５００-８０７９・岐阜県岐阜市御杉町・おすぎちよう

　　５００-８１３５・岐阜県岐阜市織田塚町・おだつﾞかちよう

　　５０２-０８３５・岐阜県岐阜市織田町・おだまち

　　５００-８１８１・岐阜県岐阜市御浪町・おなみちよう

　　５０２-００１６・岐阜県岐阜市雄総桜町・おぶささくらまち

　　５０２-００１４・岐阜県岐阜市雄総緑町・おぶさみどりまち

　　５０２-００１５・岐阜県岐阜市雄総柳町・おぶさやなぎまち

　　５０１-１１３２・岐阜県岐阜市折立・おりたて

　　５０１-０１１１・岐阜県岐阜市鏡島・かがしま



　　５０１-０１１３・岐阜県岐阜市鏡島市場・かがしまいちはﾞ

　　５０１-０１１２・岐阜県岐阜市鏡島精華・かがしませいか

　　５０１-０１１１・岐阜県岐阜市鏡島町・かがしまちよう

　　５０１-０１２４・岐阜県岐阜市鏡島中・かがしまなか

　　５０１-０１２３・岐阜県岐阜市鏡島西・かがしまにじ

　　５０１-０１１５・岐阜県岐阜市鏡島南・かがしまみなみ

　　５００-８００１・岐阜県岐阜市鏡岩・かがみいわ

　　５００-８３１３・岐阜県岐阜市鍵屋中町・かぎやなかまち

　　５００-８３０６・岐阜県岐阜市鍵屋東町・かぎやひがしまち

　　５００-８３１４・岐阜県岐阜市鍵屋西町・かぎやにしまち

　　５０２-０８４１・岐阜県岐阜市学園町・がくえんちよう

　　５００-８４４３・岐阜県岐阜市神楽町・かぐらちよう

　　５００-８１２８・岐阜県岐阜市花月町・かげつちよう

　　５００-８２５９・岐阜県岐阜市水主町・かこまち

　　５００-８３２３・岐阜県岐阜市鹿島町・かしまちよう

　　５００-８１０２・岐阜県岐阜市粕森町・かしもりちよう

　　５００-８０１７・岐阜県岐阜市梶川町・かじかわちよう

　　５００-８３０３・岐阜県岐阜市春日町・かすがまち

　　５００-８１８６・岐阜県岐阜市霞町・かすみちよう

　　５００-８３２２・岐阜県岐阜市香取町・かとりちよう

　　５０１-２５２１・岐阜県岐阜市門屋・かどや

　　５０１-２５２８・岐阜県岐阜市門屋門・かどやかど

　　５０１-２５２７・岐阜県岐阜市門屋勢引・かどやせいひき

　　５０１-２５２６・岐阜県岐阜市門屋野崎・かどやのざき

　　５０１-２５２２・岐阜県岐阜市門屋溝上・かどやみぞがみ

　　５００-８８４９・岐阜県岐阜市金岡町・かなおかちよう

　　５００-８１１３・岐阜県岐阜市金園町・かなぞのちよう

　　５００-８０６５・岐阜県岐阜市金屋町・かなやちよう

　　５００-８０６３・岐阜県岐阜市金屋横町・かなやよこちよう

　　５０１-３１０７・岐阜県岐阜市加野・かの

　　５００-８４５７・岐阜県岐阜市加納青藤町・かのうあおふじちよう

　　５００-８４５２・岐阜県岐阜市加納朝日町・かのうあさひまち

　　５００-８４７６・岐阜県岐阜市加納愛宕町・かのうあたごちよう

　　５００-８４２２・岐阜県岐阜市加納安良町・かのうあらまち

　　５００-８２７９・岐阜県岐阜市加納梅田町・かのううめだちよう

　　５００-８４２７・岐阜県岐阜市加納大石町・かのうおおいしちよう

　　５００-８４８２・岐阜県岐阜市加納大手町・かのうおおてまち

　　５００-８２７２・岐阜県岐阜市加納奥平町・かのうおくだいらちよう

　　５００-８４５１・岐阜県岐阜市加納上本町・かのうかみほんまち

　　５００-８４１９・岐阜県岐阜市加納北広江町・かのうきたひろえちよう

　　５００-８４１７・岐阜県岐阜市加納清田町・かのうきよだまち

　　５００-８４７２・岐阜県岐阜市加納清野町・かのうきよのまち

　　５００-８４８１・岐阜県岐阜市加納沓井町・かのうくついちよう

　　５００-８４６１・岐阜県岐阜市加納黒木町・かのうくろきちよう

　　５００-８４６５・岐阜県岐阜市加納寿町・かのうことぶきちよう

　　５００-８４７５・岐阜県岐阜市加納坂井町・かのうさかいまち

　　５００-８４５５・岐阜県岐阜市加納栄町通・かのうさかえまちどおり

　　５００-８４６８・岐阜県岐阜市加納桜田町・かのうさくらだちよう

　　５００-８４２８・岐阜県岐阜市加納桜道・かのうさくらみち

　　５００-８４２９・岐阜県岐阜市加納清水町・かのうしみずちよう

　　５００-８４６３・岐阜県岐阜市加納新本町・かのうしんほんまち

　　５００-８４２５・岐阜県岐阜市加納新町・かのうしんまち

　　５００-８４６２・岐阜県岐阜市加納神明町・かのうしんめいちよう

　　５００-８４２１・岐阜県岐阜市加納新柳町・かのうしんやなぎまち

　　５００-８４８６・岐阜県岐阜市加納城南通・かのうじようなんどおり

　　５００-８２７４・岐阜県岐阜市加納鷹匠町・かのうたかしようまち

　　５００-８４５９・岐阜県岐阜市加納高柳町・かのうたかやなぎちよう

　　５００-８２７７・岐阜県岐阜市加納立花町・かのうたちはﾞなちよう

　　５００-８４５６・岐阜県岐阜市加納大黒町・かのうだいこくちよう

　　５００-８４５３・岐阜県岐阜市加納鉄砲町・かのうてつほﾟうちよう

　　５００-８４７３・岐阜県岐阜市加納天神町・かのうてんじんまち

　　５００-８４１３・岐阜県岐阜市加納東陽町・かのうとうようちよう

　　５００-８４１６・岐阜県岐阜市加納徳川町・かのうとくがわちよう

　　５００-８４１５・岐阜県岐阜市加納中広江町・かのうなかひろえちよう

　　５００-８４５４・岐阜県岐阜市加納永井町・かのうながいちよう

　　５００-８４８７・岐阜県岐阜市加納長刀堀・かのうなぎなたほﾞり

　　５００-８２７６・岐阜県岐阜市加納南陽町・かのうなんようちよう

　　５００-８４１８・岐阜県岐阜市加納西広江町・かのうにしひろえちよう

　　５００-８４８８・岐阜県岐阜市加納西丸町・かのうにしまるちよう

　　５００-８２７８・岐阜県岐阜市加納西山町・かのうにしやまちよう



　　５００-８４８４・岐阜県岐阜市加納二之丸・かのうにのまる

　　５００-８４３１・岐阜県岐阜市加納八幡町・かのうはちまんちよう

　　５００-８２７５・岐阜県岐阜市加納花ノ木町・かのうはなのきちよう

　　５００-８４１４・岐阜県岐阜市加納東広江町・かのうひがしひろえちよう

　　５００-８４８３・岐阜県岐阜市加納東丸町・かのうひがしまるちよう

　　５００-８４７９・岐阜県岐阜市加納菱野町・かのうひしのまち

　　５００-８４７８・岐阜県岐阜市加納伏見町・かのうふしみちよう

　　５００-８４７１・岐阜県岐阜市加納富士町・かのうふじまち

　　５００-８２５２・岐阜県岐阜市加納舟田町・かのうふなだちよう

　　５００-８２７１・岐阜県岐阜市加納堀田町・かのうほつたちよう

　　５００-８４６６・岐阜県岐阜市加納本石町・かのうほんごくちよう

　　５００-８４７４・岐阜県岐阜市加納本町・かのうほんまち

　　５００-８４６４・岐阜県岐阜市加納前田町・かのうまえだまち

　　５００-８４８５・岐阜県岐阜市加納丸之内・かのうまるのうち

　　５００-８４６７・岐阜県岐阜市加納三笠町・かのうみかさちよう

　　５００-８２５１・岐阜県岐阜市加納御車町・かのうみくるまちよう

　　５００-８４７７・岐阜県岐阜市加納水野町・かのうみずのまち

　　５００-８４２６・岐阜県岐阜市加納南広江町・かのうみなみひろえちよう

　　５００-８４５８・岐阜県岐阜市加納村松町・かのうむらまつちよう

　　５００-８４２４・岐阜県岐阜市加納柳町・かのうやなぎまち

　　５００-８２７３・岐阜県岐阜市加納矢場町・かのうやはﾞちよう

　　５００-８４６９・岐阜県岐阜市加納竜興町・かのうりゆうこうちよう

　　５００-８８３９・岐阜県岐阜市蕪城町・かぶらぎちよう

　　５０１-３１１５・岐阜県岐阜市上芥見・かみあくたみ

　　５００-８０２６・岐阜県岐阜市上大久和町・かみおおくわちよう

　　５００-８０６８・岐阜県岐阜市上太田町・かみおおたまち

　　５００-８１２１・岐阜県岐阜市上加納山・かみかのうやま

　　５００-８２４５・岐阜県岐阜市上川手・かみかわて

　　５０２-０８６２・岐阜県岐阜市上城田寺中・かみきだいじなか

　　５０２-０８６３・岐阜県岐阜市上城田寺西・かみきだいじにじ

　　５０２-０８６４・岐阜県岐阜市上城田寺東・かみきだいじひがじ

　　５０２-０８６１・岐阜県岐阜市上城田寺南・かみきだいじみなみ

　　５０１-１１７８・岐阜県岐阜市上西郷・かみさいごう

　　５００-８００５・岐阜県岐阜市上材木町・かみざいもくちよう

　　５０１-１１５０・岐阜県岐阜市上尻毛・かみしつけ

　　５０１-１１４９・岐阜県岐阜市上尻毛八幡・かみしつけはちまん

　　５０１-１１４８・岐阜県岐阜市上尻毛日吉・かみしつけひよじ

　　５００-８０２４・岐阜県岐阜市上新町・かみしんまち

　　５００-８０５７・岐阜県岐阜市上竹町・かみたけちよう

　　５００-８０４９・岐阜県岐阜市上竹屋町・かみたけやちよう

　　５００-８０２１・岐阜県岐阜市上茶屋町・かみちややまち

　　５０２-０８０３・岐阜県岐阜市上土居・かみつちい

　　５００-８８７８・岐阜県岐阜市神室町・かむろちよう

　　５０２-０９３８・岐阜県岐阜市萱場北町・かやはﾞきたまち

　　５０２-０９３５・岐阜県岐阜市萱場東町・かやはﾞひがしまち

　　５０２-０９３６・岐阜県岐阜市萱場南・かやはﾞみなみ

　　５０２-０９３７・岐阜県岐阜市萱場町・かやはﾞちよう

　　５００-８４０４・岐阜県岐阜市華陽・かよう

　　５０１-０１１１・岐阜県岐阜市川原畑・かわはらはﾞた

　　５００-８１０８・岐阜県岐阜市川端町・かわはﾞたちよう

　　５０１-１１５１・岐阜県岐阜市川部・かわべ

　　５００-８８３３・岐阜県岐阜市神田町・かんだまち

　　５０１-３１３１・岐阜県岐阜市祇園・ぎおん

　　５００-８３２１・岐阜県岐阜市菊井町・きくいちよう

　　５０２-０８３１・岐阜県岐阜市菊水町・きくすいちよう

　　５００-８３４５・岐阜県岐阜市菊地町・きくちちよう

　　５００-８３２７・岐阜県岐阜市如月町・きさらぎちよう

　　５００-８２２７・岐阜県岐阜市北一色・きたいつしき

　　５００-８２８７・岐阜県岐阜市北鶉・きたうずら

　　５０１-１１３３・岐阜県岐阜市北柿ケ瀬・きたかきがせ

　　５０２-０９１１・岐阜県岐阜市北島・きたじま

　　５０１-２５０３・岐阜県岐阜市北野阿原・きたのあわら

　　５０１-２５１９・岐阜県岐阜市北野西山・きたのにしやま

　　５０１-２５１２・岐阜県岐阜市北野東・きたのひがじ

　　５０１-２５１８・岐阜県岐阜市北野西・きたのにじ

　　５０１-２５１６・岐阜県岐阜市北野南・きたのみなみ

　　５０１-２５１１・岐阜県岐阜市北野北・きたのきた

　　５００-８８０７・岐阜県岐阜市北野町・きたのまち

　　５００-８８２４・岐阜県岐阜市北八ツ寺町・きたやつでらまち

　　５０１-３１１３・岐阜県岐阜市北山・きたやま



　　５０１-１１３５・岐阜県岐阜市木田・きだ

　　５０２-０８５９・岐阜県岐阜市城田寺・きだいじ

　　５００-８０８６・岐阜県岐阜市木造町・きつﾞくりちよう

　　５００-８１５６・岐阜県岐阜市祈年町・きねんちよう

　　５００-８１５４・岐阜県岐阜市木ノ下町・きのしたちよう

　　５００-８８６７・岐阜県岐阜市木ノ本町・きのもとちよう

　　５００-８８０４・岐阜県岐阜市京町・きようまち

　　５００-８８４６・岐阜県岐阜市玉姓町・ぎよくせいちよう

　　５００-８１７８・岐阜県岐阜市清住町・きよずみちよう

　　５００-８２３７・岐阜県岐阜市切通・きりどおじ

　　５０２-０８２８・岐阜県岐阜市金華町・きんかちよう

　　５００-８８４７・岐阜県岐阜市金宝町・きんほﾟうちよう

　　５００-８１１４・岐阜県岐阜市金竜町・きんりゆうちよう

　　５０２-０８２６・岐阜県岐阜市楠町・くすのきちよう

　　５００-８３４９・岐阜県岐阜市久保見町・くほﾞみちよう

　　５００-８３７２・岐阜県岐阜市熊野町・くまのちよう

　　５００-８１４５・岐阜県岐阜市雲井町・くもいちよう

　　５００-８２３３・岐阜県岐阜市蔵前・くらのまえ

　　５００-８１７４・岐阜県岐阜市栗矢田町・くりやだちよう

　　５０１-１１３１・岐阜県岐阜市黒野・くろの

　　５０１-１１３６・岐阜県岐阜市黒野南・くろのみなみ

　　５００-８０８１・岐阜県岐阜市啓運町・けいうんちよう

　　５０２-０８２３・岐阜県岐阜市光栄町・こうえいちよう

　　５００-８１０７・岐阜県岐阜市高岩町・こうがんちよう

　　５００-８２５４・岐阜県岐阜市光樹町・こうきちよう

　　５０１-０１０５・岐阜県岐阜市河渡・ごうど

　　５００-８４０９・岐阜県岐阜市幸ノ町・こうのまち

　　５００-８８６８・岐阜県岐阜市光明町・こうめいちよう

　　５００-８４３４・岐阜県岐阜市向陽町・こうようちよう

　　５００-８８９１・岐阜県岐阜市香蘭・こうらん

　　５００-８８４２・岐阜県岐阜市金町・こがねまち

　　５００-８１４６・岐阜県岐阜市九重町・ここのえちよう

　　５０１-１１７６・岐阜県岐阜市小西郷・こさいごう

　　５００-８３２８・岐阜県岐阜市五反田町・ごたんだちよう

　　５００-８１５７・岐阜県岐阜市五坪・ごつほﾞ

　　５００-８１５７・岐阜県岐阜市五坪町・ごつほﾞちよう

　　５００-８２２２・岐阜県岐阜市琴塚・ことつﾞか

　　５００-８３２５・岐阜県岐阜市寿町・ことぶきちよう

　　５０１-１１７４・岐阜県岐阜市小野・この

　　５００-８３３３・岐阜県岐阜市此花町・このはなちよう

　　５００-８０１１・岐阜県岐阜市木挽町・こびきちよう

　　５００-８０４６・岐阜県岐阜市米屋町・こめやちよう

　　５０１-１１７１・岐阜県岐阜市御望・ごも

　　５０１-３１１７・岐阜県岐阜市コモンヒルズ北山・こもんひるずきたやま

　　５００-８８３２・岐阜県岐阜市小柳町・こやなぎちよう

　　５００-８３７９・岐阜県岐阜市権現町・ごんげんちよう

　　５０２-０９０８・岐阜県岐阜市近島・ごんのしま

　　５０２-００２１・岐阜県岐阜市西後町・さいごちよう

　　５００-８２６６・岐阜県岐阜市境川・さかいがわ

　　５００-８８５７・岐阜県岐阜市坂井町・さかいまち

　　５０２-０８４９・岐阜県岐阜市栄新町・さかえしんまち

　　５００-８８７２・岐阜県岐阜市栄枝町・さかえだちよう

　　５０２-０８５１・岐阜県岐阜市鷺山・さぎやま

　　５０２-０８７２・岐阜県岐阜市鷺山北町・さぎやまきたまち

　　５０２-０８５３・岐阜県岐阜市鷺山清洲町・さぎやまきよすちよう

　　５０２-０８７１・岐阜県岐阜市鷺山新町・さぎやましんまち

　　５０２-０８５５・岐阜県岐阜市鷺山緑ケ丘・さぎやまみどりがおか

　　５０２-０８５６・岐阜県岐阜市鷺山緑ケ丘新町・さぎやまみどりがおかしんまち

　　５０２-０８５４・岐阜県岐阜市鷺山向井町・さぎやまむかいちよう

　　５０２-０８５０・岐阜県岐阜市鷺山東・さぎやまひがじ

　　５０２-０８６７・岐阜県岐阜市鷺山南・さぎやまみなみ

　　５００-８８０３・岐阜県岐阜市佐久間町・さくまちよう

　　５００-８３１９・岐阜県岐阜市桜木町・さくらぎちよう

　　５００-８３１８・岐阜県岐阜市桜通・さくらどおり

　　５００-８０５５・岐阜県岐阜市笹土居町・ささどいちよう

　　５００-８３２４・岐阜県岐阜市早苗町・さなえちよう

　　５０１-１１０１・岐阜県岐阜市佐野・さの

　　５００-８１８９・岐阜県岐阜市三番町・さんはﾞんちよう

　　５００-８１２７・岐阜県岐阜市塩町・しおまち

　　５００-８３６９・岐阜県岐阜市敷島町・しきしまちよう



　　５０１-３１５３・岐阜県岐阜市静が丘町・しずがおかちよう

　　５０１-１１４７・岐阜県岐阜市尻毛・しつけ

　　５００-８４２３・岐阜県岐阜市渋谷町・しぶやちよう

　　５０２-０９０４・岐阜県岐阜市島栄町・しまさかえまち

　　５０２-０９０７・岐阜県岐阜市島新町・しましんまち

　　５０２-０９１７・岐阜県岐阜市島田・しまだ

　　５００-８３１６・岐阜県岐阜市島田中町・しまだなかまち

　　５００-８３１５・岐阜県岐阜市島田東町・しまだひがしまち

　　５００-８３１７・岐阜県岐阜市島田西町・しまだにしまち

　　５００-８４３８・岐阜県岐阜市島原町・しまはﾞらちよう

　　５０１-１１７２・岐阜県岐阜市下鵜飼・しもうかい

　　５００-８０３９・岐阜県岐阜市下大桑町・しもおおくわちよう

　　５００-８０６６・岐阜県岐阜市下太田町・しもおおたまち

　　５００-８２４６・岐阜県岐阜市下川手・しもかわて

　　５０１-１１７５・岐阜県岐阜市下西郷・しもさいごう

　　５０１-１１４６・岐阜県岐阜市下尻毛・しもしつけ

　　５００-８０３７・岐阜県岐阜市下新町・しもしんまち

　　５００-８０５６・岐阜県岐阜市下竹町・しもたけちよう

　　５００-８０２２・岐阜県岐阜市下茶屋町・しもちややまち

　　５０２-０８５８・岐阜県岐阜市下土居・しもつちい

　　５００-８３８５・岐阜県岐阜市下奈良・しもなら

　　５００-８４１２・岐阜県岐阜市松鴻町・しようこうちよう

　　５００-８４４１・岐阜県岐阜市城東通・じようとうどおり

　　５００-８４４２・岐阜県岐阜市正法寺町・しようほうじちよう

　　５００-８１２５・岐阜県岐阜市城望町・じようほﾞうちよう

　　５００-８８６５・岐阜県岐阜市昭和町・しようわまち

　　５００-８０８５・岐阜県岐阜市白木町・しらきちよう

　　５０２-０９０９・岐阜県岐阜市白菊町・しらぎくちよう

　　５００-８８７４・岐阜県岐阜市銀町・しろがねまち

　　５０２-００２３・岐阜県岐阜市城前町・しろまえちよう

　　５００-８０３６・岐阜県岐阜市甚衛町・じんえいちよう

　　５００-８３７５・岐阜県岐阜市新興町・しんこうちよう

　　５００-８８５５・岐阜県岐阜市新栄町・しんさかえまち

　　５００-８０４５・岐阜県岐阜市新桜町・しんさくらまち

　　５００-８８４８・岐阜県岐阜市神明町・しんめいちよう

　　５００-８１４３・岐阜県岐阜市瑞雲町・ずいうんちよう

　　５００-８０４２・岐阜県岐阜市末広町・すえひろちよう

　　５００-８２８９・岐阜県岐阜市須賀・すが

　　５００-８８１６・岐阜県岐阜市菅原町・すがはらちよう

　　５００-８８２９・岐阜県岐阜市杉山町・すぎやまちよう

　　５０２-０９１４・岐阜県岐阜市菅生・すごう

　　５００-８８４３・岐阜県岐阜市住田町・すみだまち

　　５００-８４０８・岐阜県岐阜市住ノ江町・すみのえちよう

　　５００-８８２６・岐阜県岐阜市住吉町・すみよしちよう

　　５００-８０５１・岐阜県岐阜市駿河山・するがやま

　　５０１-３１４２・岐阜県岐阜市諏訪山・すわやま

　　５００-８３４６・岐阜県岐阜市清・せい

　　５００-８３５１・岐阜県岐阜市清本町・せいほんまち

　　５００-８８１９・岐阜県岐阜市千石町・せんごくちよう

　　５００-８８６２・岐阜県岐阜市千手堂中町・せんじゆどうなかまち

　　５００-８８６３・岐阜県岐阜市千手堂南町・せんじゆどうみなみまち

　　５００-８８６１・岐阜県岐阜市千手堂北町・せんじゆどうきたまち

　　５００-８００４・岐阜県岐阜市千畳敷・せんじようじき

　　５００-８３１９・岐阜県岐阜市早田（１９７３～２００９)・そうでん

　　５０２-０８４２・岐阜県岐阜市早田（その他）・そうでん(そのた)

　　５０２-０９０２・岐阜県岐阜市早田大通・そうでんおおどおり

　　５０２-０８４７・岐阜県岐阜市早田栄町・そうでんさかえまち

　　５０２-０８４３・岐阜県岐阜市早田東町・そうでんひがしまち

　　５０２-０８４８・岐阜県岐阜市早田本町・そうでんほんまち

　　５０２-０８４５・岐阜県岐阜市早田町・そうでんちよう

　　５０１-０１０１・岐阜県岐阜市曽我屋・そがや

　　５０１-１１１３・岐阜県岐阜市大学西・だいがくにじ

　　５０１-１１１１・岐阜県岐阜市大学北・だいがくきた

　　５００-８０３８・岐阜県岐阜市大工町・だいくちよう

　　５００-８１５１・岐阜県岐阜市大黒町・だいこくまち

　　５００-８８７１・岐阜県岐阜市大正町・たいしようまち

　　５０２-０９３４・岐阜県岐阜市大福町・だいふくちよう

　　５００-８０１８・岐阜県岐阜市大仏町・だいぶつちよう

　　５０２-０８２１・岐阜県岐阜市太平町・たいへいちよう

　　５００-８８５１・岐阜県岐阜市大宝町・だいほうちよう



　　５００-８０５４・岐阜県岐阜市大門町・だいもんちよう

　　５００-８１６２・岐阜県岐阜市高尾町・たかおちよう

　　５０１-６１３１・岐阜県岐阜市高河原・たかがわら

　　５００-８４０７・岐阜県岐阜市高砂町・たかさごちよう

　　５００-８２２４・岐阜県岐阜市高田・たかた

　　５００-８８４１・岐阜県岐阜市高野町・たかのまち

　　５００-８８２１・岐阜県岐阜市鷹見町・たかみちよう

　　５００-８１７１・岐阜県岐阜市高森町・たかもりちよう

　　５００-８１０１・岐阜県岐阜市多賀町・たがまち

　　５００-８１５８・岐阜県岐阜市田神・たがみ

　　５００-８１５９・岐阜県岐阜市田神町・たがみちよう

　　５００-８１７３・岐阜県岐阜市田生越町・たしようごえちよう

　　５００-８４０２・岐阜県岐阜市竜田町・たつたまち

　　５００-８１１５・岐阜県岐阜市田端町・たはﾞたちよう

　　５００-８００８・岐阜県岐阜市玉井町・たまいちよう

　　５００-８８３５・岐阜県岐阜市玉宮町・たまみやちよう

　　５００-８８３７・岐阜県岐阜市玉森町・たまもりちよう

　　５０１-２５７７・岐阜県岐阜市太郎丸・たろうまる

　　５０１-２５３６・岐阜県岐阜市太郎丸樫木・たろうまるかしき

　　５０１-２５７４・岐阜県岐阜市太郎丸北浦・たろうまるきたうら

　　５０１-２５７２・岐阜県岐阜市太郎丸北郷・たろうまるきたごう

　　５０１-２５７６・岐阜県岐阜市太郎丸新屋敷・たろうまるしんやしき

　　５０１-２５７３・岐阜県岐阜市太郎丸諏訪・たろうまるすわ

　　５０１-２５７９・岐阜県岐阜市太郎丸知之道・たろうまるちのみち

　　５０１-２５７５・岐阜県岐阜市太郎丸中島・たろうまるなかじま

　　５０１-２５７８・岐阜県岐阜市太郎丸野田・たろうまるのだ

　　５０１-２５７１・岐阜県岐阜市太郎丸向良・たろうまるむがいら

　　５０２-０９２６・岐阜県岐阜市旦島・だんのしま

　　５０２-０９２８・岐阜県岐阜市旦島中・だんのしまなか

　　５０２-０９２５・岐阜県岐阜市旦島中町・だんのしまなかまち

　　５０２-０９２７・岐阜県岐阜市旦島西町・だんのしまにしまち

　　５０２-０９２４・岐阜県岐阜市旦島宮町・だんのしまみやまち

　　５００-８３３９・岐阜県岐阜市千鳥町・ちどりちよう

　　５０１-６１３５・岐阜県岐阜市茶屋新田・ちややしんでん

　　５００-８８０５・岐阜県岐阜市忠節三丁目南町・めみなみまち

　　５００-８８０１・岐阜県岐阜市忠節町・ちゆうせつちよう

　　５００-８３１１・岐阜県岐阜市長者町・ちようじやまち

　　５０２-０８３２・岐阜県岐阜市千代田町・ちよだまち

　　５００-８０７６・岐阜県岐阜市司町・つかさまち

　　５００-８１４１・岐阜県岐阜市月丘町・つきおかちよう

　　５００-８１３１・岐阜県岐阜市月ノ会町・つきのえちよう

　　５０２-０８４６・岐阜県岐阜市津島町・つしまちよう

　　５０２-０８０１・岐阜県岐阜市椿洞・つはﾞきほﾞら

　　５００-８３６３・岐阜県岐阜市爪・つめ

　　５００-８１６４・岐阜県岐阜市鶴田町・つるたまち

　　５００-８１６３・岐阜県岐阜市鶴舞町・つるまいちよう

　　５００-８１２９・岐阜県岐阜市鶴見町・つるみちよう

　　５００-８００６・岐阜県岐阜市堤外・ていがい

　　５００-８２３６・岐阜県岐阜市手力町・てちﾞからちよう

　　５００-８８７９・岐阜県岐阜市徹明通・てつめいどおり

　　５０１-２５０１・岐阜県岐阜市出屋敷・でやしき

　　５００-８８６６・岐阜県岐阜市寺島町・てらじまちよう

　　５０１-０１０４・岐阜県岐阜市寺田・てらだ

　　５００-８１１８・岐阜県岐阜市寺町・てらまち

　　５００-８８０６・岐阜県岐阜市天神町・てんじんまち

　　５００-８１６６・岐阜県岐阜市天王町・てんのうちよう

　　５００-８８４５・岐阜県岐阜市問屋町・といやまち

　　５００-８１４４・岐阜県岐阜市東栄町・とうえいちよう

　　５００-８１３７・岐阜県岐阜市東興町・とうこうちよう

　　５０２-０８１６・岐阜県岐阜市道三町・どうさんちよう

　　５００-８０５８・岐阜県岐阜市常盤町・ときわちよう

　　５００-８１１６・岐阜県岐阜市殿町・とのまち

　　５００-８３７６・岐阜県岐阜市富沢町・とみざわちよう

　　５０１-１１８６・岐阜県岐阜市外山・とやま

　　５００-８３７４・岐阜県岐阜市豊岡町・とよおかちよう

　　５０１-１１７３・岐阜県岐阜市中・なか

　　５００-８２８８・岐阜県岐阜市中鶉・なかうずら

　　５００-８０２７・岐阜県岐阜市中大桑町・なかおおくわちよう

　　５０２-００１３・岐阜県岐阜市中川原・なかがわら

　　５０１-１１７７・岐阜県岐阜市中西郷・なかさいごう



　　５００-８０３２・岐阜県岐阜市中新町・なかしんまち

　　５００-８４４８・岐阜県岐阜市中洲町・なかすちよう

　　５００-８０４７・岐阜県岐阜市中竹屋町・なかたけやちよう

　　５００-８１３８・岐阜県岐阜市中道北・なかみちきた

　　５０１-２５３１・岐阜県岐阜市中屋東・なかやひがじ

　　５０１-２５３２・岐阜県岐阜市中屋西・なかやにじ

　　５００-８１７５・岐阜県岐阜市長住町・ながずみちよう

　　５００-８８０８・岐阜県岐阜市永田町・ながたまち

　　５００-８１７７・岐阜県岐阜市長旗町・ながはたちよう

　　５００-８２２９・岐阜県岐阜市長森岩戸・ながもりいわど

　　５００-８２４７・岐阜県岐阜市長森細畑・ながもりほそはﾞた

　　５００-８２２８・岐阜県岐阜市長森本町・ながもりほんまち

　　５０２-００８１・岐阜県岐阜市長良（丁目）・ながら

　　５０２-００７１・岐阜県岐阜市長良（)・ながら

　　５０２-００４７・岐阜県岐阜市長良葵町・ながらあおいちよう

　　５０２-００３４・岐阜県岐阜市長良有明町・ながらありあけちよう

　　５０２-００５４・岐阜県岐阜市長良井田・ながらいだ

　　５０２-００６３・岐阜県岐阜市長良一楽・ながらいちらく

　　５０２-００３１・岐阜県岐阜市長良大路・ながらおおじ

　　５０２-００３６・岐阜県岐阜市長良大前町・ながらおおまえちよう

　　５０２-０８３８・岐阜県岐阜市長良丘・ながらおか

　　５０２-００７７・岐阜県岐阜市長良奥郷・ながらおくごう

　　５０２-００１７・岐阜県岐阜市長良雄総・ながらおぶさ

　　５０２-００４１・岐阜県岐阜市長良海用町・ながらかいようちよう

　　５０２-００３７・岐阜県岐阜市長良金碧町・ながらきんへﾟきちよう

　　５０２-００４５・岐阜県岐阜市長良校前町・ながらこうぜんちよう

　　５０２-００４４・岐阜県岐阜市長良校文町・ながらこうぶんちよう

　　５０２-００５１・岐阜県岐阜市長良幸和町・ながらこうわちよう

　　５０２-００７５・岐阜県岐阜市長良子正賀・ながらこしようが

　　５０２-００５２・岐阜県岐阜市長良小松町・ながらこまつちよう

　　５０２-００２６・岐阜県岐阜市長良桜井町・ながらさくらいちよう

　　５０２-００１２・岐阜県岐阜市長良志段見・ながらしだみ

　　５０２-００２８・岐阜県岐阜市長良白妙町・ながらしらたえちよう

　　５０２-００４２・岐阜県岐阜市長良城西町・ながらしろにしちよう

　　５０２-００５６・岐阜県岐阜市長良真生町・ながらしんせいちよう

　　５０２-００４６・岐阜県岐阜市長良杉乃町・ながらすぎのちよう

　　５０２-００６６・岐阜県岐阜市長良仙田町・ながらせんだまち

　　５０２-００３２・岐阜県岐阜市長良高嶺町・ながらたかみねちよう

　　５０２-００７３・岐阜県岐阜市長良田中・ながらたなか

　　５０２-００６４・岐阜県岐阜市長良田中前・ながらたなかまえ

　　５０２-００２２・岐阜県岐阜市長良東郷町・ながらとうごうちよう

　　５０２-００７６・岐阜県岐阜市長良友瀬・ながらともせ

　　５０２-００３５・岐阜県岐阜市長良南陽町・ながらなんようちよう

　　５０２-００６７・岐阜県岐阜市長良西野前・ながらにしのまえ

　　５０２-００７４・岐阜県岐阜市長良西山前・ながらにしやままえ

　　５０２-００６２・岐阜県岐阜市長良春田・ながらはるた

　　５０２-００８２・岐阜県岐阜市長良東・ながらひがじ

　　５０２-００４３・岐阜県岐阜市長良東町・ながらひがしまち

　　５０２-００７２・岐阜県岐阜市長良福泉・ながらふくいずみ

　　５０２-００５５・岐阜県岐阜市長良福江町・ながらふくえちよう

　　５０２-０８１７・岐阜県岐阜市長良福光・ながらふくみつ

　　５０２-００１１・岐阜県岐阜市長良古津・ながらふるつ

　　５０２-００３８・岐阜県岐阜市長良法久寺町・ながらほうきゆうじちよう

　　５０２-００２７・岐阜県岐阜市長良宮口町・ながらみやぐちちよう

　　５０２-００５３・岐阜県岐阜市長良宮路町・ながらみやじちよう

　　５０２-００６５・岐阜県岐阜市長良森町・ながらもりまち

　　５０２-００３３・岐阜県岐阜市長良有楽町・ながらゆうらくちよう

　　５０２-００６１・岐阜県岐阜市長良竜東町・ながらりゆうとうちよう

　　５０２-００２９・岐阜県岐阜市長良若葉町・ながらわかはﾞちよう

　　５００-８３０１・岐阜県岐阜市浪花町・なにわちよう

　　５０１-６１３２・岐阜県岐阜市次木・なめき

　　５００-８４３２・岐阜県岐阜市畷町・なわてまち

　　５０１-１１８４・岐阜県岐阜市西秋沢・にしあきさわ

　　５００-８４４４・岐阜県岐阜市西明見町・にしあけみちよう

　　５００-８２８６・岐阜県岐阜市西鶉・にしうずら

　　５０１-１１５９・岐阜県岐阜市西改田・にしかいでん

　　５０１-１１６８・岐阜県岐阜市西改田上の町・にしかいでんうえのまち

　　５０１-１１６１・岐阜県岐阜市西改田川向・にしかいでんかわむかい

　　５０１-１１６３・岐阜県岐阜市西改田米野・にしかいでんこめの

　　５０１-１１５８・岐阜県岐阜市西改田先道・にしかいでんせんどう



　　５０１-１１６７・岐阜県岐阜市西改田夏梅・にしかいでんなつめ

　　５０１-１１６４・岐阜県岐阜市西改田東改田入会地・にしかいでんひがしかいでんいりあいち

　　５０１-１１６９・岐阜県岐阜市西改田七石・にしかいでんひちこく

　　５０１-１１５９・岐阜県岐阜市西改田松の木・にしかいでんまつのき

　　５０１-１１６５・岐阜県岐阜市西改田宮西・にしかいでんみやにじ

　　５０１-１１６６・岐阜県岐阜市西改田村前・にしかいでんむらまえ

　　５０１-１１６２・岐阜県岐阜市西改田若宮・にしかいでんわかみや

　　５００-８２５８・岐阜県岐阜市西川手・にしかわて

　　５００-８３３１・岐阜県岐阜市錦町・にしきちよう

　　５００-８１８４・岐阜県岐阜市西駒爪町・にしこまつﾞめちよう

　　５０１-０１０６・岐阜県岐阜市西河渡・にしごうど

　　５００-８０２８・岐阜県岐阜市西材木町・にしざいもくちよう

　　５０２-０９１２・岐阜県岐阜市西島町・にしじまちよう

　　５００-８１０５・岐阜県岐阜市西園町・にしぞのちよう

　　５００-８８３６・岐阜県岐阜市西玉宮町・にしたまみやちよう

　　５００-８８５３・岐阜県岐阜市西問屋町・にしといやまち

　　５０２-０９１６・岐阜県岐阜市西中島・にしなかじま

　　５００-８３６２・岐阜県岐阜市西荘・にしのしよう

　　５００-８８８２・岐阜県岐阜市西野町・にしのまち

　　５００-８８８７・岐阜県岐阜市西野町六丁目北町・にしのまちろくちようめきたまち

　　５００-８８８６・岐阜県岐阜市西野町七丁目北町・にしのまちななちようめきたまち

　　５０２-０９３３・岐阜県岐阜市日光町・につこうちよう

　　５００-８１８８・岐阜県岐阜市二番町・にはﾞんちよう

　　５００-８０３５・岐阜県岐阜市布屋町・ぬのやちよう

　　５００-８２２６・岐阜県岐阜市野一色・のいつしき

　　５０２-０９３１・岐阜県岐阜市則武・のりたけ

　　５０２-０９３２・岐阜県岐阜市則武中・のりたけなか

　　５０２-０９３９・岐阜県岐阜市則武西・のりたけにじ

　　５０２-０９２９・岐阜県岐阜市則武東・のりたけひがじ

　　５０１-１１８３・岐阜県岐阜市則松・のりまつ

　　５００-８１１１・岐阜県岐阜市梅林・はﾞいりん

　　５００-８１１９・岐阜県岐阜市梅林西町・はﾞいりんにしまち

　　５００-８１１２・岐阜県岐阜市梅林南町・はﾞいりんみなみまち

　　５００-８１７２・岐阜県岐阜市白山町・はくさんちよう

　　５００-８３３２・岐阜県岐阜市羽衣町・はごろもちよう

　　５００-８８１１・岐阜県岐阜市端詰町・はしつﾞめちよう

　　５００-８８５６・岐阜県岐阜市橋本町・はしもとちよう

　　５００-８８３８・岐阜県岐阜市八幡町・はちまんちよう

　　５００-８０３１・岐阜県岐阜市蜂屋町・はちやちよう

　　５００-８０６２・岐阜県岐阜市初音町・はつねちよう

　　５０２-０８２５・岐阜県岐阜市初日町・はつひまち

　　５００-８１４２・岐阜県岐阜市花沢町・はなざわちよう

　　５００-８８５４・岐阜県岐阜市花園町・はなぞのちよう

　　５０２-０８２４・岐阜県岐阜市花ノ木町・はなのきちよう

　　５００-８８３４・岐阜県岐阜市羽根町・はねまち

　　５０１-２５２５・岐阜県岐阜市春近古市場南・はるちかふるいちはﾞみなみ

　　５０１-２５２４・岐阜県岐阜市春近古市場北・はるちかふるいちはﾞきた

　　５０２-０８２９・岐阜県岐阜市万代町・はﾞんだいちよう

　　５０２-０９０１・岐阜県岐阜市光町・ひかりまち

　　５００-８４３６・岐阜県岐阜市東明見町・ひがしあけみちよう

　　５０１-１１４１・岐阜県岐阜市東板谷・ひがしいたや

　　５００-８２８１・岐阜県岐阜市東鶉・ひがしうずら

　　５０１-１１４２・岐阜県岐阜市東改田・ひがしかいでん

　　５０１-１１４５・岐阜県岐阜市東改田腰前田・ひがしかいでんこしまえだ

　　５０１-１１４４・岐阜県岐阜市東改田再勝・ひがしかいでんさいかち

　　５０１-１１４３・岐阜県岐阜市東改田鶴田・ひがしかいでんつるた

　　５００-８２５７・岐阜県岐阜市東川手・ひがしかわて

　　５００-８１６７・岐阜県岐阜市東金宝町・ひがしきんほﾟうちよう

　　５００-８１０６・岐阜県岐阜市東高岩町・ひがしこうがんちよう

　　５００-８１６８・岐阜県岐阜市東駒爪町・ひがしこまつﾞめちよう

　　５００-８０２９・岐阜県岐阜市東材木町・ひがしざいもくちよう

　　５０２-０９１３・岐阜県岐阜市東島・ひがしじま

　　５００-８２３５・岐阜県岐阜市東中島・ひがしなかじま

　　５０１-６１３３・岐阜県岐阜市日置江・ひきえ

　　５０１-１１０５・岐阜県岐阜市彦坂・ひこさか

　　５０１-１１０４・岐阜県岐阜市彦坂川上・ひこさかかわかみ

　　５０１-１１０３・岐阜県岐阜市彦坂川北・ひこさかかわきた

　　５００-８０２５・岐阜県岐阜市久屋町・ひさやちよう

　　５００-８０７４・岐阜県岐阜市七軒町・ひちけんちよう

　　５０１-０１０３・岐阜県岐阜市一日市場・ひといちはﾞ



　　５０１-０１０２・岐阜県岐阜市一日市場北町・ひといちはﾞきたまち

　　５０１-１１８１・岐阜県岐阜市雛倉・ひなくら

　　５００-８２０７・岐阜県岐阜市日野北・ひのきた

　　５００-８２１３・岐阜県岐阜市日野西・ひのにじ

　　５００-８２１１・岐阜県岐阜市日野東・ひのひがじ

　　５００-８２１２・岐阜県岐阜市日野南・ひのみなみ

　　５００-８８７６・岐阜県岐阜市日ノ出町・ひのでまち

　　５００-８８５２・岐阜県岐阜市日ノ本町・ひのもとちよう

　　５００-８３７８・岐阜県岐阜市雲雀ケ丘・ひはﾞりがおか

　　５００-８８７７・岐阜県岐阜市雲雀町・ひはﾞりちよう

　　５００-８１２２・岐阜県岐阜市旭見ケ池町・ひみがいけちよう

　　５００-８８０９・岐阜県岐阜市平河町・ひらかわちよう

　　５０１-１１１６・岐阜県岐阜市深坂・ふかさか

　　５００-８３２６・岐阜県岐阜市吹上町・ふきあげちよう

　　５００-８８５８・岐阜県岐阜市福住町・ふくずみちよう

　　５０２-０８２２・岐阜県岐阜市福田町・ふくたまち

　　５０１-２５６５・岐阜県岐阜市福富・ふくとみ

　　５０１-２５６１・岐阜県岐阜市福富笠海道・ふくとみかさかいどう

　　５０１-２５６７・岐阜県岐阜市福富町田・ふくとみちようだ

　　５０１-２５６６・岐阜県岐阜市福富天神前・ふくとみてんじんまえ

　　５０１-２５６２・岐阜県岐阜市福富出口・ふくとみでぐち

　　５０１-２５６４・岐阜県岐阜市福富永田・ふくとみながた

　　５０１-２５６３・岐阜県岐阜市福富迎田・ふくとみむかえだ

　　５０２-０８１３・岐阜県岐阜市福光東・ふくみつひがじ

　　５０２-０８１４・岐阜県岐阜市福光西・ふくみつにじ

　　５０２-０８１５・岐阜県岐阜市福光南町・ふくみつみなみまち

　　５００-８８０２・岐阜県岐阜市不動町・ふどうちよう

　　５０１-１１２１・岐阜県岐阜市古市場・ふるいちはﾞ

　　５０１-１１２２・岐阜県岐阜市古市場老ノ上・ふるいちはﾞおいのかみ

　　５０１-１１２７・岐阜県岐阜市古市場神田・ふるいちはﾞじんでん

　　５０１-１１２３・岐阜県岐阜市古市場高田・ふるいちはﾞたかだ

　　５０１-１１２６・岐阜県岐阜市古市場高宮・ふるいちはﾞたかみや

　　５０１-１１２４・岐阜県岐阜市古市場中原・ふるいちはﾞなかはら

　　５０１-１１２５・岐阜県岐阜市古市場東町田・ふるいちはﾞひがしまちだ

　　５００-８４０６・岐阜県岐阜市平安町・へいあんちよう

　　５０２-０８２７・岐阜県岐阜市平和通・へいわどおり

　　５００-８３０７・岐阜県岐阜市弁天町・べんてんちよう

　　５００-８１２４・岐阜県岐阜市宝来町・ほうらいちよう

　　５００-８２３８・岐阜県岐阜市細畑・ほそはﾞた

　　５００-８２４３・岐阜県岐阜市細畑華南・ほそはﾞたかなん

　　５００-８２４４・岐阜県岐阜市細畑塚浦・ほそはﾞたつかうら

　　５００-８２４２・岐阜県岐阜市細畑野寄・ほそはﾞたのより

　　５０１-１１２８・岐阜県岐阜市洞・ほら

　　５００-８０８７・岐阜県岐阜市堀江町・ほりえちよう

　　５０２-００２４・岐阜県岐阜市堀田町・ほりたまち

　　５００-８３０２・岐阜県岐阜市本郷町・ほんごうちよう

　　５００-８３８９・岐阜県岐阜市本荘・ほんじよう

　　５００-８３６４・岐阜県岐阜市本荘中ノ町・ほんじようなかのまち

　　５００-８３６１・岐阜県岐阜市本荘西・ほんじようにじ

　　５００-８３２９・岐阜県岐阜市本荘町・ほんじようちよう

　　５００-８０３４・岐阜県岐阜市本町・ほんまち

　　５００-８２３２・岐阜県岐阜市前一色・まえいつしき

　　５００-８２３１・岐阜県岐阜市前一色西町・まえいつしきにしまち

　　５０２-０８５７・岐阜県岐阜市正木・まさき

　　５０２-０８８１・岐阜県岐阜市正木北町・まさききたまち

　　５０２-０８６５・岐阜県岐阜市正木西町・まさきにしまち

　　５０２-０８８２・岐阜県岐阜市正木中・まさきなか

　　５０２-０８６６・岐阜県岐阜市正木南・まさきみなみ

　　５００-８８６４・岐阜県岐阜市真砂町・まさごちよう

　　５０１-１１１５・岐阜県岐阜市交人・ましと

　　５００-８０１９・岐阜県岐阜市益屋町・ますやちよう

　　５０１-１１５２・岐阜県岐阜市又丸・またまる

　　５０１-１１５３・岐阜県岐阜市又丸町畑・またまるちようはﾞた

　　５０１-１１５６・岐阜県岐阜市又丸津島・またまるつしま

　　５０１-１１５５・岐阜県岐阜市又丸宮東・またまるみやひがじ

　　５０１-１１５７・岐阜県岐阜市又丸村中・またまるむらなか

　　５０１-１１５４・岐阜県岐阜市又丸柳町・またまるやなぎまち

　　５０２-０８３３・岐阜県岐阜市松風町・まつかぜちよう

　　５００-８０１６・岐阜県岐阜市松ケ枝町・まつがえちよう

　　５００-８０１３・岐阜県岐阜市松下町・まつしたちよう



　　５００-８３４７・岐阜県岐阜市松原町・まつはﾞらちよう

　　５００-８０８４・岐阜県岐阜市松屋町・まつやちよう

　　５００-８０１５・岐阜県岐阜市松山町・まつやまちよう

　　５００-８８８８・岐阜県岐阜市万年町・まんねんちよう

　　５００-８０４４・岐阜県岐阜市万力町・まんりきちよう

　　５００-８８１２・岐阜県岐阜市美江寺町・みえじちよう

　　５００-８１４７・岐阜県岐阜市三笠町・みかさちよう

　　５０２-０９０３・岐阜県岐阜市美島町・みしまちよう

　　５００-８２２３・岐阜県岐阜市水海道・みずかいどう

　　５００-８３７７・岐阜県岐阜市瑞穂町・みずほちよう

　　５００-８１０４・岐阜県岐阜市美園町・みそのちよう

　　５０１-２５５１・岐阜県岐阜市溝口・みぞぐち

　　５０１-２５５７・岐阜県岐阜市溝口上・みぞぐちかみ

　　５０１-２５５６・岐阜県岐阜市溝口中・みぞぐちなか

　　５０１-２５５５・岐阜県岐阜市溝口下・みぞぐちしも

　　５０１-２５５４・岐阜県岐阜市溝口童子・みぞぐちどうじ

　　５０１-２５５３・岐阜県岐阜市溝口中野・みぞぐちなかの

　　５０１-２５５２・岐阜県岐阜市溝口東・みぞぐちひがじ

　　５００-８１６９・岐阜県岐阜市溝旗町・みぞはﾞたちよう

　　５０２-０００４・岐阜県岐阜市三田洞・みたほら

　　５０２-０００３・岐阜県岐阜市三田洞東・みたほらひがじ

　　５００-８００２・岐阜県岐阜市御手洗・みたらじ

　　５００-８３０８・岐阜県岐阜市三橋町・みつはしちよう

　　５００-８３４８・岐阜県岐阜市三ツ又町・みつまたちよう

　　５００-８３３５・岐阜県岐阜市三歳町・みとせちよう

　　５００-８１８２・岐阜県岐阜市美殿町・みとのちよう

　　５００-８０７２・岐阜県岐阜市緑町・みどりまち

　　５００-８００９・岐阜県岐阜市湊町・みなとまち

　　５００-８２８５・岐阜県岐阜市南鶉・みなみうずら

　　５０１-１１３４・岐阜県岐阜市南柿ケ瀬・みなみかきがせ

　　５０２-０８５２・岐阜県岐阜市南蝉・みなみせみ

　　５００-８１１７・岐阜県岐阜市南殿町・みなみとのまち

　　５００-８３４４・岐阜県岐阜市南本荘一条通・みなみほんじよう１じようどおり

　　５００-８３４３・岐阜県岐阜市南本荘二条通・みなみほんじよう２じようどおり

　　５００-８３４２・岐阜県岐阜市南本荘三条通・みなみほんじよう３じようどおり

　　５００-８３４１・岐阜県岐阜市南本荘四条通・みなみほんじよう４じようどおり

　　５０２-０９２３・岐阜県岐阜市宮浦町・みやうらちよう

　　５００-８４３５・岐阜県岐阜市宮北町・みやきたちよう

　　５００-８３０９・岐阜県岐阜市都通・みやこどおり

　　５０２-０９２２・岐阜県岐阜市明神町・みようじんちよう

　　５０１-２５１３・岐阜県岐阜市三輪・みわ

　　５０１-２５１４・岐阜県岐阜市三輪宮前・みわみやまえ

　　５０１-２５１５・岐阜県岐阜市三輪宮西・みわみやにじ

　　５０１-２５１７・岐阜県岐阜市三輪ぷりんとぴあ・みわふﾟりんとひﾟあ

　　５０１-３１０９・岐阜県岐阜市向加野・むかいかの

　　５００-８４３９・岐阜県岐阜市村里町・むらさとちよう

　　５００-８３１２・岐阜県岐阜市村雨町・むらさめちよう

　　５０１-１１０７・岐阜県岐阜市村山・むらやま

　　５００-８８５９・岐阜県岐阜市室津町・むろつまち

　　５００-８０７５・岐阜県岐阜市室町・むろまち

　　５００-８８１３・岐阜県岐阜市明徳町・めいとくちよう

　　５０１-２５２３・岐阜県岐阜市茂地・もち

　　５００-８１７９・岐阜県岐阜市元住町・もとずみちよう

　　５００-８００７・岐阜県岐阜市元浜町・もとはまちよう

　　５００-８１８５・岐阜県岐阜市元町・もとまち

　　５００-８８６９・岐阜県岐阜市元宮町・もとみやちよう

　　５０２-０９２１・岐阜県岐阜市守口町・もりぐちちよう

　　５０１-２５３３・岐阜県岐阜市森東・もりひがじ

　　５０１-２５３４・岐阜県岐阜市森西・もりにじ

　　５００-８０７８・岐阜県岐阜市柳生町・やぎゆうちよう

　　５００-８２５３・岐阜県岐阜市薬師町・やくしちよう

　　５００-８４４６・岐阜県岐阜市矢倉町・やくらちよう

　　５００-８２５６・岐阜県岐阜市八坂町・やさかちよう

　　５００-８４４５・岐阜県岐阜市八島町・やしまちよう

　　５０２-０８１２・岐阜県岐阜市八代・やしろ

　　５００-８０８２・岐阜県岐阜市矢島町・やじまちよう

　　５００-８８１７・岐阜県岐阜市八ツ梅町・やつうめちよう

　　５００-８８２５・岐阜県岐阜市八ツ寺町・やつでらまち

　　５０１-６１０５・岐阜県岐阜市柳津町梅松・やないつﾞちよううめまつ

　　５０１-６１２１・岐阜県岐阜市柳津町上佐波・やないつﾞちようかみさはﾞ



　　５０１-６１２１・岐阜県岐阜市柳津町上佐波西・やないつﾞちようかみさはﾞにじ

　　５０１-６１２１・岐阜県岐阜市柳津町上佐波東・やないつﾞちようかみさはﾞひがじ

　　５０１-６１１２・岐阜県岐阜市柳津町北塚・やないつﾞちようきたつﾞか

　　５０１-６１０１・岐阜県岐阜市柳津町栄町・やないつﾞちようさかえまち

　　５０１-６１２１・岐阜県岐阜市柳津町佐波・やないつﾞちようさはﾞ

　　５０１-６１２１・岐阜県岐阜市柳津町下佐波・やないつﾞちようしもさはﾞ

　　５０１-６１２１・岐阜県岐阜市柳津町下佐波西・やないつﾞちようしもさはﾞにじ

　　５０１-６１２２・岐阜県岐阜市柳津町高桑・やないつﾞちようたかくわ

　　５０１-６１２２・岐阜県岐阜市柳津町高桑西・やないつﾞちようたかくわにじ

　　５０１-６１２２・岐阜県岐阜市柳津町高桑東・やないつﾞちようたかくわひがじ

　　５０１-６１０３・岐阜県岐阜市柳津町蓮池・やないつﾞちようはすいけ

　　５０１-６１０２・岐阜県岐阜市柳津町東塚・やないつﾞちようひがしつﾞか

　　５０１-６１０４・岐阜県岐阜市柳津町本郷・やないつﾞちようほんごう

　　５０１-６１１５・岐阜県岐阜市柳津町丸野・やないつﾞちようまるの

　　５０１-６１１３・岐阜県岐阜市柳津町南塚・やないつﾞちようみなみつﾞか

　　５０１-６１１１・岐阜県岐阜市柳津町宮東・やないつﾞちようみやひがじ

　　５０１-６１２３・岐阜県岐阜市柳津町流通センター・やないつﾞちようりゆうつう

　　５００-８８７５・岐阜県岐阜市柳ケ瀬通・やながせどおり

　　５００-８３０４・岐阜県岐阜市柳川町・やながわちよう

　　５０１-１１１２・岐阜県岐阜市柳戸・やなぎと

　　５００-８０７１・岐阜県岐阜市柳町・やなぎまち

　　５００-８３６５・岐阜県岐阜市柳森町・やなぎもりちよう

　　５００-８０６４・岐阜県岐阜市柳沢町・やなざわちよう

　　５００-８８２７・岐阜県岐阜市弥八町・やはちちよう

　　５００-８３８７・岐阜県岐阜市薮田中・やぶたなか

　　５００-８３８２・岐阜県岐阜市薮田東・やぶたひがじ

　　５００-８３８６・岐阜県岐阜市薮田西・やぶたにじ

　　５００-８３８４・岐阜県岐阜市薮田南・やぶたみなみ

　　５０１-２５０４・岐阜県岐阜市山県岩・やまがたいわ

　　５０１-２５０７・岐阜県岐阜市山県岩中・やまがたいわなか

　　５０１-２５０８・岐阜県岐阜市山県岩明光・やまがたいわみようこう

　　５０１-２５０５・岐阜県岐阜市山県岩東・やまがたいわひがじ

　　５０１-２５０９・岐阜県岐阜市山県岩西・やまがたいわにじ

　　５０１-２５０６・岐阜県岐阜市山県岩南・やまがたいわみなみ

　　５０１-２５０２・岐阜県岐阜市山県北野・やまがたきたの

　　５００-８０１２・岐阜県岐阜市山口町・やまぐちちよう

　　５０２-００２５・岐阜県岐阜市山先町・やまさきちよう

　　５００-８０４８・岐阜県岐阜市大和町・やまとまち

　　５０２-０９０５・岐阜県岐阜市山吹町・やまぶきちよう

　　５００-８８３１・岐阜県岐阜市弥生町・やよいちよう

　　５００-８０１４・岐阜県岐阜市夕陽ケ丘・ゆうひがおか

　　５００-８１３６・岐阜県岐阜市雪見町・ゆきみちよう

　　５０２-０８３４・岐阜県岐阜市養老町・ようろうちよう

　　５００-８３３４・岐阜県岐阜市葭町・よしちよう

　　５００-８１８７・岐阜県岐阜市吉津町・よしつﾞまち

　　５００-８８４４・岐阜県岐阜市吉野町・よしのまち

　　５００-８０８８・岐阜県岐阜市四屋町・よつやちよう

　　５０１-２５４１・岐阜県岐阜市世保・よやす

　　５０１-２５４２・岐阜県岐阜市世保東・よやすひがじ

　　５０１-２５４４・岐阜県岐阜市世保西・よやすにじ

　　５０１-２５４３・岐阜県岐阜市世保南・よやすみなみ

　　５０１-２５４５・岐阜県岐阜市世保北・よやすきた

　　５００-８１２６・岐阜県岐阜市隆城町・りゆうじようちよう

　　５００-８２４１・岐阜県岐阜市領下・りようげ

　　５００-８３５２・岐阜県岐阜市六条・ろくじよう

　　５００-８３５６・岐阜県岐阜市六条江東・ろくじようえひがじ

　　５００-８３５７・岐阜県岐阜市六条大溝・ろくじようおおみぞ

　　５００-８３５５・岐阜県岐阜市六条片田・ろくじようかただ

　　５００-８３５４・岐阜県岐阜市六条福寿町・ろくじようふくじゆちよう

　　５００-８３５３・岐阜県岐阜市六条東・ろくじようひがじ

　　５００-８３５８・岐阜県岐阜市六条南・ろくじようみなみ

　　５００-８３５９・岐阜県岐阜市六条北・ろくじようきた

　　５００-８４３３・岐阜県岐阜市若杉町・わかすぎちよう

　　５０２-０８３６・岐阜県岐阜市若竹町・わかたけちよう

　　５０２-０８１１・岐阜県岐阜市若福町・わかふくちよう

　　５００-８０８９・岐阜県岐阜市若松町・わかまつちよう

　　５００-８８２８・岐阜県岐阜市若宮町・わかみやちよう

　　５０３-００００・岐阜県大垣市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　５０３-２２０２・岐阜県大垣市青木町・あおきちよう

　　５０３-２２２７・岐阜県大垣市青野町・あおのちよう



　　５０３-２２２１・岐阜県大垣市青墓町・あおはかちよう

　　５０３-０９６１・岐阜県大垣市青柳町・あおやなぎちよう

　　５０３-２２１４・岐阜県大垣市赤坂新田・あかさかしんでん

　　５０３-２２０６・岐阜県大垣市赤坂新町・あかさかしんまち

　　５０３-２２１５・岐阜県大垣市赤坂大門・あかさかだいもん

　　５０３-２２１２・岐阜県大垣市赤坂東町・あかさかひがしまち

　　５０３-２２１３・岐阜県大垣市赤坂町・あかさかちよう

　　５０３-００１３・岐阜県大垣市赤花町・あかはﾞなちよう

　　５０３-０９４７・岐阜県大垣市浅草・あさくさ

　　５０３-０９４６・岐阜県大垣市浅中・あさなか

　　５０３-０８２４・岐阜県大垣市旭町・あさひまち

　　５０３-０９４５・岐阜県大垣市浅西・あさにじ

　　５０３-０８０２・岐阜県大垣市東町・あずまちよう

　　５０３-０９８４・岐阜県大垣市綾野・あやの

　　５０３-０９９４・岐阜県大垣市綾野町・あやのちよう

　　５０３-００３５・岐阜県大垣市荒尾玉池・あらおたまいけ

　　５０３-００３４・岐阜県大垣市荒尾町・あらおちよう

　　５０３-０９９３・岐阜県大垣市荒川町・あらかわちよう

　　５０３-２２０４・岐阜県大垣市池尻町・いけじりちよう

　　５０３-２２２４・岐阜県大垣市稲葉東・いなはﾞひがじ

　　５０３-２２２５・岐阜県大垣市稲葉西・いなはﾞにじ

　　５０３-２２２６・岐阜県大垣市稲葉北・いなはﾞきた

　　５０３-０８３４・岐阜県大垣市犬ケ渕町・いぬがぶちちよう

　　５０３-０８７４・岐阜県大垣市今岡町・いまおかちよう

　　５０３-０８０７・岐阜県大垣市今宿・いまじゆく

　　５０３-０８４３・岐阜県大垣市今福町・いまふくちよう

　　５０３-０９２４・岐阜県大垣市今町・いままち

　　５０３-０９６２・岐阜県大垣市入方・いりかた

　　５０３-０８７１・岐阜県大垣市魚屋町・うおやちよう

　　５０３-０９３６・岐阜県大垣市内原・うちわら

　　５０３-０８４２・岐阜県大垣市馬の瀬町・うまのせちよう

　　５０３-０８３８・岐阜県大垣市江崎町・えざきちよう

　　５０３-２２０７・岐阜県大垣市枝郷・えだごう

　　５０３-０８２８・岐阜県大垣市恵比寿町・えびすちよう

　　５０３-０８２７・岐阜県大垣市恵比寿町南・えびすちようみなみ

　　５０３-０８２６・岐阜県大垣市恵比寿町北・えびすちようきた

　　５０３-０８３６・岐阜県大垣市大井・おおい

　　５０３-０８６３・岐阜県大垣市大池町・おおいけちよう

　　５０３-０００１・岐阜県大垣市大島町・おおしまちよう

　　５０３-０９５６・岐阜県大垣市大外羽・おおとはﾞ

　　５０３-０８１４・岐阜県大垣市大村・おおむら

　　５０３-０８９８・岐阜県大垣市歩行町・おかちまち

　　５０３-０００７・岐阜県大垣市貝曽根町・かいぞねちよう

　　５０３-０００２・岐阜県大垣市開発町・かいはつちよう

　　５０３-０００６・岐阜県大垣市加賀野・かがの

　　５０３-０００８・岐阜県大垣市楽田町・がくでんちよう

　　５０３-００２３・岐阜県大垣市笠木町・かさぎちよう

　　５０３-００２７・岐阜県大垣市笠縫町・かさぬいちよう

　　５０３-０８２３・岐阜県大垣市鹿島町・かしまちよう

　　５０３-００２１・岐阜県大垣市河間町・がまちよう

　　５０３-０９３７・岐阜県大垣市釜笛・かまふえ

　　５０３-１６１４・岐阜県大垣市上石津町一之瀬・かみいしつﾞちよういちのせ

　　５０３-１６３３・岐阜県大垣市上石津町打上・かみいしつﾞちよううちあげ

　　５０３-１６２２・岐阜県大垣市上石津町上原・かみいしつﾞちよううわはら

　　５０３-１６１１・岐阜県大垣市上石津町奥・かみいしつﾞちようおく

　　５０３-１６０１・岐阜県大垣市上石津町乙坂・かみいしつﾞちようおつさか

　　５０３-１６３８・岐阜県大垣市上石津町上・かみいしつﾞちようかみ

　　５０３-１６１３・岐阜県大垣市上石津町上鍛治屋・かみいしつﾞちようかみかじや

　　５０３-１６２３・岐阜県大垣市上石津町上多良・かみいしつﾞちようかみたら

　　５０３-１６２１・岐阜県大垣市上石津町下多良・かみいしつﾞちようしもたら

　　５０３-１６３２・岐阜県大垣市上石津町下山・かみいしつﾞちようしもやま

　　５０３-１６１２・岐阜県大垣市上石津町谷畑・かみいしつﾞちようたにはた

　　５０３-１６３７・岐阜県大垣市上石津町堂之上・かみいしつﾞちようどうのうえ

　　５０３-１６３５・岐阜県大垣市上石津町時山・かみいしつﾞちようときやま

　　５０３-１６３６・岐阜県大垣市上石津町西山・かみいしつﾞちようにしやま

　　５０３-１６２６・岐阜県大垣市上石津町祢宜上・かみいしつﾞちようねぎかみ

　　５０３-１６３４・岐阜県大垣市上石津町細野・かみいしつﾞちようほその

　　５０３-１６３１・岐阜県大垣市上石津町前ケ瀬・かみいしつﾞちようまえがせ

　　５０３-１６０２・岐阜県大垣市上石津町牧田・かみいしつﾞちようまきだ

　　５０３-１６２４・岐阜県大垣市上石津町三ツ里・かみいしつﾞちようみつさと



　　５０３-１６２５・岐阜県大垣市上石津町宮・かみいしつﾞちようみや

　　５０３-０９６４・岐阜県大垣市上笠・かみがさ

　　５０３-０９５７・岐阜県大垣市上屋・かみや

　　５０３-０９４１・岐阜県大垣市川口・かわぐち

　　５０３-０９１７・岐阜県大垣市神田町・かんだちよう

　　５０３-００１９・岐阜県大垣市北方町・きたがたちよう

　　５０３-０９１５・岐阜県大垣市北切石町・きたきりいしちよう

　　５０３-０９７３・岐阜県大垣市木戸町・きどちよう

　　５０３-０８８１・岐阜県大垣市岐阜町・ぎふまち

　　５０３-０９８２・岐阜県大垣市久徳町・きゆうとくちよう

　　５０３-０９２６・岐阜県大垣市切石町・きりいしちよう

　　５０３-０９０４・岐阜県大垣市桐ケ崎町・きりがさきちよう

　　５０３-０９９１・岐阜県大垣市木呂町・きろちよう

　　５０３-０９７４・岐阜県大垣市久瀬川町・くぜがわちよう

　　５０３-００３２・岐阜県大垣市熊野町・くまのちよう

　　５０３-０９０２・岐阜県大垣市栗屋町・くりやちよう

　　５０３-０８８７・岐阜県大垣市郭町・くるわまち

　　５０３-０８８６・岐阜県大垣市郭町東・くるわまちひがじ

　　５０３-０８１６・岐阜県大垣市小泉町・こいずみちよう

　　５０３-２２０３・岐阜県大垣市興福地町・こうふくじちよう

　　５０３-００３６・岐阜県大垣市古知丸・こちまる

　　５０３-０８７７・岐阜県大垣市御殿町・ごてんまち

　　５０３-０８３２・岐阜県大垣市寿町・ことぶきちよう

　　５０３-０８０３・岐阜県大垣市小野・この

　　５０３-０８４７・岐阜県大垣市米野町・こめのちよう

　　５０３-０００９・岐阜県大垣市坂下町・さかしたちよう

　　５０３-０８２１・岐阜県大垣市早苗町・さなえちよう

　　５０３-０８１３・岐阜県大垣市三本木・さんほﾞんぎ

　　５０３-０９８３・岐阜県大垣市静里町・しずさとちよう

　　５０３-０８６５・岐阜県大垣市寺内町・じないちよう

　　５０３-０９３５・岐阜県大垣市島里・しまざと

　　５０３-０９９６・岐阜県大垣市島町・しまちよう

　　５０３-０８８３・岐阜県大垣市清水町・しみずちよう

　　５０３-０９９５・岐阜県大垣市十六町・じゆうろくちよう

　　５０３-００２４・岐阜県大垣市宿地町・しゆくじちよう

　　５０３-０８１７・岐阜県大垣市上面・じようめん

　　５０３-０９４２・岐阜県大垣市昭和・しようわ

　　５０３-０００４・岐阜県大垣市新開町・しんかいちよう

　　５０３-０８９４・岐阜県大垣市新地町・しんちちよう

　　５０３-０８５６・岐阜県大垣市新田町・しんでんちよう

　　５０３-０８３１・岐阜県大垣市新長沢町・しんながさわちよう

　　５０３-０９９２・岐阜県大垣市新長松・しんながまつ

　　５０３-０９２１・岐阜県大垣市新馬場町・しんはﾞはﾞちよう

　　５０３-０８７２・岐阜県大垣市新町・しんまち

　　５０３-２２０５・岐阜県大垣市神明・しんめい

　　５０３-２２０８・岐阜県大垣市菅野・すがの

　　５０３-０８１５・岐阜県大垣市直江町・すぐえちよう

　　５０３-０１０３・岐阜県大垣市墨俣町上宿・すのまたちようかみじゆく

　　５０３-０１０６・岐阜県大垣市墨俣町さい川・すのまたちようさいかわ

　　５０３-０１０４・岐阜県大垣市墨俣町下宿・すのまたちようしもじゆく

　　５０３-０１０２・岐阜県大垣市墨俣町墨俣・すのまたちようすのまた

　　５０３-０１０１・岐阜県大垣市墨俣町先入方・すのまたちようせんいりかた

　　５０３-０１０５・岐阜県大垣市墨俣町二ツ木・すのまたちようふたつぎ

　　５０３-０８２２・岐阜県大垣市住吉町・すみよしちよう

　　５０３-２２０１・岐阜県大垣市草道島町・そうどうじまちよう

　　５０３-０９３３・岐阜県大垣市外野・そとの

　　５０３-０９５１・岐阜県大垣市外野町・そとのちよう

　　５０３-００１１・岐阜県大垣市曽根町・そねちよう

　　５０３-０９３４・岐阜県大垣市外渕・そぶつ

　　５０３-０８９５・岐阜県大垣市代官町・だいかんちよう

　　５０３-０８８９・岐阜県大垣市高砂町・たかさごちよう

　　５０３-０９１３・岐阜県大垣市鷹匠町・たかじようちよう

　　５０３-０８９６・岐阜県大垣市高橋町・たかはしちよう

　　５０３-０９５８・岐阜県大垣市高渕・たかぶち

　　５０３-０９５９・岐阜県大垣市高渕町・たかぶちちよう

　　５０３-０９０１・岐阜県大垣市高屋町・たかやちよう

　　５０３-０９６５・岐阜県大垣市多芸島・たぎしま

　　５０３-０８５３・岐阜県大垣市田口町・たぐちちよう

　　５０３-０８７８・岐阜県大垣市竹島町・たけじまちよう

　　５０３-０８９２・岐阜県大垣市橘町・たちはﾞなちよう



　　５０３-０８７５・岐阜県大垣市田町・たまち

　　５０３-０８７６・岐阜県大垣市俵町・たわらまち

　　５０３-０８９１・岐阜県大垣市千鳥町・ちどりちよう

　　５０３-０８５４・岐阜県大垣市築捨町・つきずてちよう

　　５０３-０００３・岐阜県大垣市津村町・つむらちよう

　　５０３-０８０５・岐阜県大垣市鶴見町・つるみちよう

　　５０３-０８９７・岐阜県大垣市伝馬町・てんまちよう

　　５０３-０８５５・岐阜県大垣市問屋町・といやまち

　　５０３-０９５４・岐阜県大垣市外花・とはﾞな

　　５０３-０９５５・岐阜県大垣市友江・ともえ

　　５０３-０８３９・岐阜県大垣市長井町・ながいちよう

　　５０３-００１７・岐阜県大垣市中川町・なかがわちよう

　　５０３-０８３３・岐阜県大垣市長沢町・ながさわちよう

　　５０３-０９８６・岐阜県大垣市中曽根町・なかぞねちよう

　　５０３-０８０４・岐阜県大垣市中ノ江・なかのえ

　　５０３-００２２・岐阜県大垣市中野町・なかのちよう

　　５０３-０８８４・岐阜県大垣市中町・なかまち

　　５０３-０９９７・岐阜県大垣市長松町・ながまつちよう

　　５０３-０８４４・岐阜県大垣市難波野町・なんはﾞのちよう

　　５０３-０９６３・岐阜県大垣市西大外羽・にしおおとはﾞ

　　５０３-０８９９・岐阜県大垣市錦町・にしきまち

　　５０３-０９１８・岐阜県大垣市西崎町・にしざきちよう

　　５０３-０９０８・岐阜県大垣市西外側町・にしとがわちよう

　　５０３-０９１４・岐阜県大垣市西長町・にしながちよう

　　５０３-００１８・岐阜県大垣市西之川町・にしのかわちよう

　　５０３-０８５１・岐阜県大垣市禾森・のぎのもり

　　５０３-０８５２・岐阜県大垣市禾森町・のぎのもりちよう

　　５０３-０９８５・岐阜県大垣市野口・のぐち

　　５０３-０８６１・岐阜県大垣市羽衣町・はごろもちよう

　　５０３-０８１１・岐阜県大垣市波須・はす

　　５０３-０９１２・岐阜県大垣市鳩部屋町・はとべやちよう

　　５０３-０８２５・岐阜県大垣市花園町・はなぞのちよう

　　５０３-０９２２・岐阜県大垣市馬場町・はﾞはﾞちよう

　　５０３-００１５・岐阜県大垣市林町・はやしまち

　　５０３-０９０７・岐阜県大垣市番組町・はﾞんぐみちよう

　　５０３-０９０３・岐阜県大垣市東外側町・ひがしとがわちよう

　　５０３-０８８２・岐阜県大垣市東長町・ひがしながちよう

　　５０３-０８３５・岐阜県大垣市東前・ひがしまえ

　　５０３-０８４９・岐阜県大垣市東前町・ひがしまえちよう

　　５０３-０９８１・岐阜県大垣市桧町・ひのきちよう

　　５０３-０９１６・岐阜県大垣市日の出町・ひのでちよう

　　５０３-０１４１・岐阜県大垣市平町（揖斐川東）・ひらまち(いびがわひがし)

　　５０３-０８４１・岐阜県大垣市平町（その他）・ひらまち(そのた)

　　５０３-２２１６・岐阜県大垣市昼飯町・ひるいちよう

　　５０３-０８４６・岐阜県大垣市深池町・ふかいけちよう

　　５０３-００３３・岐阜県大垣市福田町・ふくたちよう

　　５０３-０８９３・岐阜県大垣市藤江町・ふじえちよう

　　５０３-０８６２・岐阜県大垣市二葉町・ふたはﾞちよう

　　５０３-０９２３・岐阜県大垣市船町・ふなまち

　　５０３-０８４８・岐阜県大垣市古宮町・ふるみやちよう

　　５０３-０９７２・岐阜県大垣市宝和町・ほうわちよう

　　５０３-０８８５・岐阜県大垣市本町・ほんまち

　　５０３-０８４５・岐阜県大垣市牧新田町・まきしんでんちよう

　　５０３-００３１・岐阜県大垣市牧野町・まきのちよう

　　５０３-０８８８・岐阜県大垣市丸の内・まるのうち

　　５０３-０８１２・岐阜県大垣市万石・まんごく

　　５０３-０８０８・岐阜県大垣市三塚町・みつつﾞかちよう

　　５０３-００１２・岐阜県大垣市三津屋町・みつやちよう

　　５０３-０８０６・岐阜県大垣市緑園・みどりえん

　　５０３-００２５・岐阜県大垣市見取町・みどりちよう

　　５０３-２２１１・岐阜県大垣市南市橋町・みなみいちはしちよう

　　５０３-０９７１・岐阜県大垣市南一色町・みなみいつしきちよう

　　５０３-０９２５・岐阜県大垣市南切石町・みなみきりいしちよう

　　５０３-０８７３・岐阜県大垣市南高橋町・みなみたかはしちよう

　　５０３-０８６４・岐阜県大垣市南頬町・みなみのかわちよう

　　５０３-０９７７・岐阜県大垣市南若森・みなみわかもり

　　５０３-０９７６・岐阜県大垣市南若森町・みなみわかもりちよう

　　５０３-０９０５・岐阜県大垣市宮町・みやまち

　　５０３-０８５７・岐阜県大垣市美和町・みわちよう

　　５０３-０９１１・岐阜県大垣市室本町・むろほんまち



　　５０３-０９０６・岐阜県大垣市室町・むろまち

　　５０３-００２６・岐阜県大垣市室村町・むろむらちよう

　　５０３-０９３１・岐阜県大垣市本今・もといま

　　５０３-０９３２・岐阜県大垣市本今町・もといまちよう

　　５０３-００１６・岐阜県大垣市八島町・やしまちよう

　　５０３-０８３７・岐阜県大垣市安井町・やすいちよう

　　５０３-２２２３・岐阜県大垣市矢道町・やみちちよう

　　５０３-０９４４・岐阜県大垣市横曽根・よこぞね

　　５０３-０９４３・岐阜県大垣市横曽根町・よこぞねちよう

　　５０３-２２２２・岐阜県大垣市榎戸町・よのきどちよう

　　５０３-０８５８・岐阜県大垣市世安町・よやすちよう

　　５０３-００１４・岐阜県大垣市領家町・りようけちよう

　　５０３-０９７５・岐阜県大垣市若森町・わかもりちよう

　　５０３-０８０１・岐阜県大垣市和合新町・わごうしんまち

　　５０３-０００５・岐阜県大垣市和合本町・わごうほんまち

　　５０３-０９５３・岐阜県大垣市割田・わりでん

　　５０３-０９５２・岐阜県大垣市割田町・わりでんちよう

　　５０６-００００・岐阜県高山市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　５０６-００１４・岐阜県高山市相生町・あいおいまち

　　５０６-００４５・岐阜県高山市赤保木町・あかほきまち

　　５０６-０８０６・岐阜県高山市曙町・あけほﾞのまち

　　５０６-００４２・岐阜県高山市旭ケ丘町・あさひがおかまち

　　５０９-３３０１・岐阜県高山市朝日町青屋・あさひちようあおや

　　５０９-３３２４・岐阜県高山市朝日町上ケ見・あさひちようあげみ

　　５０９-３３０３・岐阜県高山市朝日町浅井・あさひちようあさい

　　５０９-３３１１・岐阜県高山市朝日町一之宿・あさひちよういちのしゆく

　　５０９-３３２２・岐阜県高山市朝日町大廣・あさひちようおおひろ

　　５０９-３３２６・岐阜県高山市朝日町甲・あさひちようかぶと

　　５０９-３３１６・岐阜県高山市朝日町黍生谷・あさひちようきびゆうだに

　　５０９-３３１３・岐阜県高山市朝日町胡桃島・あさひちようくるみしま

　　５０９-３３２１・岐阜県高山市朝日町黒川・あさひちようくろかわ

　　５０９-３３１２・岐阜県高山市朝日町桑之島・あさひちようくわのしま

　　５０９-３３０５・岐阜県高山市朝日町小瀬・あさひちようこせ

　　５０９-３３１７・岐阜県高山市朝日町小瀬ケ洞・あさひちようこせがほら

　　５０９-３３２７・岐阜県高山市朝日町小谷・あさひちようこだに

　　５０９-３３０４・岐阜県高山市朝日町立岩・あさひちようたていわ

　　５０９-３３２３・岐阜県高山市朝日町寺澤・あさひちようてらざわ

　　５０９-３３０２・岐阜県高山市朝日町寺附・あさひちようてらつﾞき

　　５０９-３３１４・岐阜県高山市朝日町西洞（スズラン高原）・(すずらんこうげん)

　　５０９-３３２５・岐阜県高山市朝日町万石・あさひちようまんごく

　　５０９-３３０６・岐阜県高山市朝日町見座・あさひちようみざ

　　５０９-３３１５・岐阜県高山市朝日町宮之前・あさひちようみやのまえ

　　５０６-００１７・岐阜県高山市朝日町・あさひまち

　　５０６-０８５５・岐阜県高山市愛宕町・あたごまち

　　５０６-０８２５・岐阜県高山市石浦町・いしうらまち

　　５０９-３５０５・岐阜県高山市一之宮町・いちのみやまち

　　５０６-０８１５・岐阜県高山市岩井町・いわいまち

　　５０６-００１３・岐阜県高山市有楽町・うらまち

　　５０６-０８１２・岐阜県高山市漆垣内町・うるしがいとうまち

　　５０６-０８０１・岐阜県高山市上野町・うわのまち

　　５０６-００３３・岐阜県高山市越後町・えちごまち

　　５０６-０８１８・岐阜県高山市江名子町・えなこまち

　　５０６-０８５１・岐阜県高山市大新町・おおしんまち

　　５０６-０８１６・岐阜県高山市大島町・おおじままち

　　５０６-０８１１・岐阜県高山市大洞町・おおほﾞらまち

　　５０６-００５４・岐阜県高山市岡本町・おかもとまち

　　５０６-１４２９・岐阜県高山市奥飛騨温泉郷赤桶・おくひだおんせんごうあかおけ

　　５０６-１４２５・岐阜県高山市奥飛騨温泉郷今見・おくひだおんせんごういまみ

　　５０６-１４２４・岐阜県高山市奥飛騨温泉郷柏当・おくひだおんせんごうかしあて

　　５０６-１４２１・岐阜県高山市奥飛騨温泉郷神坂（新穂高）・ごうかんさか(しんほだか)

　　５０６-１４２８・岐阜県高山市奥飛騨温泉郷笹嶋・おくひだおんせんごうささじま

　　５０６-１４２７・岐阜県高山市奥飛騨温泉郷田頃家・おくひだおんせんごうたごろけ

　　５０６-１４２６・岐阜県高山市奥飛騨温泉郷蓼之俣・おくひだおんせんごうたてのまた

　　５０６-１４２３・岐阜県高山市奥飛騨温泉郷栃尾・おくひだおんせんごうとちお

　　５０６-１４２２・岐阜県高山市奥飛騨温泉郷中尾・おくひだおんせんごうなかお

　　５０６-１４３２・岐阜県高山市奥飛騨温泉郷一重ケ根・おくひだおんせんごうひとえがね

　　５０６-１４３３・岐阜県高山市奥飛騨温泉郷平湯・おくひだおんせんごうひらゆ

　　５０６-１４３４・岐阜県高山市奥飛騨温泉郷福地・おくひだおんせんごうふくじ

　　５０６-１４３１・岐阜県高山市奥飛騨温泉郷村上・おくひだおんせんごうむらかみ

　　５０６-０８３５・岐阜県高山市春日町・かすがまち



　　５０６-０８２４・岐阜県高山市片野町・かたのまち

　　５０６-０８４７・岐阜県高山市片原町・かたはらまち

　　５０６-０８４４・岐阜県高山市上一之町・かみ１のまち

　　５０６-０８４５・岐阜県高山市上二之町・かみ２のまち

　　５０６-０８４６・岐阜県高山市上三之町・かみ３のまち

　　５０６-００５５・岐阜県高山市上岡本町・かみおかもとまち

　　５０６-００２４・岐阜県高山市上川原町・かみかわはらまち

　　５０６-００４４・岐阜県高山市上切町・かみぎりまち

　　５０６-１３１２・岐阜県高山市上宝町新田・かみたからちようあらた

　　５０６-１３１５・岐阜県高山市上宝町荒原・かみたからちようあらはら

　　５０６-１３０３・岐阜県高山市上宝町岩井戸・かみたからちよういわいど

　　５０６-１３１８・岐阜県高山市上宝町芋生茂・かみたからちようおいも

　　５０６-１３０８・岐阜県高山市上宝町金木戸・かみたからちようかなきど

　　５０６-１３０１・岐阜県高山市上宝町葛山・かみたからちようくずやま

　　５０６-１３１４・岐阜県高山市上宝町蔵柱・かみたからちようくらはﾞしら

　　５０６-１３１３・岐阜県高山市上宝町在家・かみたからちようざいけ

　　５０６-１３１９・岐阜県高山市上宝町下佐谷・かみたからちようしもさだに

　　５０６-１３０７・岐阜県高山市上宝町双六・かみたからちようすごろく

　　５０６-１３０２・岐阜県高山市上宝町長倉・かみたからちようながくら

　　５０６-１３０５・岐阜県高山市上宝町中山・かみたからちようなかやま

　　５０６-１３１１・岐阜県高山市上宝町鼠餅・かみたからちようねずもち

　　５０６-１３１７・岐阜県高山市上宝町本郷・かみたからちようほんごう

　　５０６-１３０６・岐阜県高山市上宝町見座・かみたからちようみざ

　　５０６-１３０４・岐阜県高山市上宝町宮原・かみたからちようみやはら

　　５０６-１３１６・岐阜県高山市上宝町吉野・かみたからちようよしの

　　５０６-００２３・岐阜県高山市川原町・かわはらまち

　　５０６-０００６・岐阜県高山市神田町・かんだまち

　　５０６-０２０３・岐阜県高山市清見町池本・きよみちよういけもと

　　５０６-０２０１・岐阜県高山市清見町江黒・きよみちようえぐろ

　　５０６-０２０２・岐阜県高山市清見町大谷・きよみちようおおたに

　　５０９-２７０２・岐阜県高山市清見町大原・きよみちようおつはﾟら

　　５０６-０２０６・岐阜県高山市清見町上小鳥・きよみちようかみおどり

　　５０６-０１０６・岐阜県高山市清見町坂下・きよみちようさかした

　　５０６-０１０７・岐阜県高山市清見町巣野俣・きよみちようすのまた

　　５０６-０２０５・岐阜県高山市清見町夏厩・きよみちようなつまや

　　５０９-２７０１・岐阜県高山市清見町楢谷・きよみちようならだに

　　５０６-０２０４・岐阜県高山市清見町二本木・きよみちようにほんぎ

　　５０６-０１０４・岐阜県高山市清見町福寄・きよみちようふくより

　　５０６-０１０３・岐阜県高山市清見町藤瀬・きよみちようふじせ

　　５０６-０１０１・岐阜県高山市清見町牧ケ洞・きよみちようまきがほら

　　５０６-０１０２・岐阜県高山市清見町三日町・きよみちようみつかまち

　　５０６-０１０５・岐阜県高山市清見町三ツ谷・きよみちようみつだに

　　５０６-０２０７・岐阜県高山市清見町森茂・きよみちようもりも

　　５０６-０００４・岐阜県高山市桐生町・きりうまち

　　５０９-３２１２・岐阜県高山市久々野町阿多粕・くぐのちようあたがす

　　５０９-３２１８・岐阜県高山市久々野町有道・くぐのちよううとう

　　５０９-３２０１・岐阜県高山市久々野町大西・くぐのちようおおにじ

　　５０９-３２０５・岐阜県高山市久々野町久々野・くぐのちようくぐの

　　５０９-３２０４・岐阜県高山市久々野町久須母・くぐのちようくすも

　　５０９-３２１１・岐阜県高山市久々野町小坊・くぐのちようこほﾞう

　　５０９-３２０２・岐阜県高山市久々野町小屋名・くぐのちようこやな

　　５０９-３２０７・岐阜県高山市久々野町辻・くぐのちようつじ

　　５０９-３２１６・岐阜県高山市久々野町木賊洞・くぐのちようとくさほﾞら

　　５０９-３２１７・岐阜県高山市久々野町長淀・くぐのちようながとろ

　　５０９-３２１３・岐阜県高山市久々野町渚・くぐのちようなぎさ

　　５０９-３２１５・岐阜県高山市久々野町引下・くぐのちようひきさげ

　　５０９-３２１４・岐阜県高山市久々野町無数河・くぐのちようむすご

　　５０９-３２０３・岐阜県高山市久々野町柳島・くぐのちようやなじま

　　５０９-３２０６・岐阜県高山市久々野町山梨・くぐのちようやまなじ

　　５０９-４１０４・岐阜県高山市国府町今・こくふちよういま

　　５０９-４１２１・岐阜県高山市国府町宇津江・こくふちよううつえ

　　５０９-４１２６・岐阜県高山市国府町瓜巣・こくふちよううりす

　　５０９-４１０６・岐阜県高山市国府町漆垣内・こくふちよううるしがいと

　　５０９-４１２３・岐阜県高山市国府町金桶・こくふちようかねおけ

　　５０９-４１１６・岐阜県高山市国府町上広瀬・こくふちようかみひろせ

　　５０９-４１１３・岐阜県高山市国府町木曽垣内・こくふちようきそがいと

　　５０９-４１０１・岐阜県高山市国府町桐谷・こくふちようきりだに

　　５０９-４１１７・岐阜県高山市国府町三川・こくふちようさんがわ

　　５０９-４１１２・岐阜県高山市国府町鶴巣・こくふちようつるす

　　５０９-４１２２・岐阜県高山市国府町名張・こくふちようなはﾞり



　　５０９-４１０７・岐阜県高山市国府町西門前・こくふちようにしもんぜん

　　５０９-４１２５・岐阜県高山市国府町糠塚・こくふちようぬかつﾞか

　　５０９-４１１４・岐阜県高山市国府町半田・こくふちようはんだ

　　５０９-４１０８・岐阜県高山市国府町東門前・こくふちようひがしもんぜん

　　５０９-４１１９・岐阜県高山市国府町広瀬町（桜野）・こくふちようひろせまち(さくらの)

　　５０９-４１１５・岐阜県高山市国府町三日町・こくふちようみつかまち

　　５０９-４１０５・岐阜県高山市国府町蓑輪・こくふちようみのわ

　　５０９-４１０３・岐阜県高山市国府町宮地・こくふちようみやじ

　　５０９-４１２４・岐阜県高山市国府町村山・こくふちようむらやま

　　５０９-４１１１・岐阜県高山市国府町山本・こくふちようやまもと

　　５０９-４１０２・岐阜県高山市国府町八日町・こくふちようようかまち

　　５０６-０８５３・岐阜県高山市左京町・さきようまち

　　５０６-０８５８・岐阜県高山市桜町・さくらまち

　　５０６-０８０７・岐阜県高山市三福寺町・さんふくじまち

　　５０６-０８１３・岐阜県高山市塩屋町・しおやまち

　　５０６-０８３６・岐阜県高山市島川原町・しまかわはらまち

　　５０６-０８４３・岐阜県高山市下一之町・しも１のまち

　　５０６-０８４２・岐阜県高山市下二之町・しも２のまち

　　５０６-０８４１・岐阜県高山市下三之町・しも３のまち

　　５０６-００５２・岐阜県高山市下岡本町・しもおかもとまち

　　５０６-００４１・岐阜県高山市下切町・しもぎりまち

　　５０６-００４６・岐阜県高山市下之切町・しものきりまち

　　５０６-００５９・岐阜県高山市下林町・しもはﾞやしまち

　　５０１-５４２１・岐阜県高山市荘川町赤谷・しようかわちようあかだに

　　５０１-５４１３・岐阜県高山市荘川町新渕・しようかわちようあらぶち

　　５０１-５４１５・岐阜県高山市荘川町一色・しようかわちよういつしき

　　５０１-５４２３・岐阜県高山市荘川町岩瀬・しようかわちよういわぜ

　　５０１-５４２２・岐阜県高山市荘川町牛丸・しようかわちよううしまる

　　５０１-５４２６・岐阜県高山市荘川町尾上郷・しようかわちようおがみごう

　　５０１-５４２５・岐阜県高山市荘川町海上・しようかわちようかいじよう

　　５０１-５４０４・岐阜県高山市荘川町黒谷・しようかわちようくろだに

　　５０１-５４１４・岐阜県高山市荘川町猿丸・しようかわちようさるまる

　　５０１-５４０２・岐阜県高山市荘川町三谷・しようかわちようさんだに

　　５０１-５４０６・岐阜県高山市荘川町惣則・しようかわちようそうのり

　　５０１-５４０５・岐阜県高山市荘川町寺河戸・しようかわちようてらかわど

　　５０１-５４２４・岐阜県高山市荘川町中野・しようかわちようなかの

　　５０１-５４１２・岐阜県高山市荘川町中畑・しようかわちようなかはた

　　５０１-５４１７・岐阜県高山市荘川町野々俣・しようかわちようののまた

　　５０１-５４１１・岐阜県高山市荘川町牧戸・しようかわちようまきど

　　５０１-５４１６・岐阜県高山市荘川町町屋・しようかわちようまちや

　　５０１-５４０３・岐阜県高山市荘川町三尾河・しようかわちようみおご

　　５０１-５４０１・岐阜県高山市荘川町六厩・しようかわちようむまや

　　５０６-００５３・岐阜県高山市昭和町・しようわまち

　　５０６-０８２２・岐阜県高山市城山・しろやま

　　５０６-００３５・岐阜県高山市新宮町・しんぐうまち

　　５０６-０８２１・岐阜県高山市神明町・しんめいまち

　　５０６-００１６・岐阜県高山市末広町・すえひろまち

　　５０６-０８３４・岐阜県高山市宗猷寺町・そうゆうじまち

　　５０６-０００７・岐阜県高山市総和町・そうわまち

　　５０６-０８５６・岐阜県高山市大門町・だいもんまち

　　５０９-３４０１・岐阜県高山市高根町阿多野郷・たかねまちあたのごう

　　５０９-３４１７・岐阜県高山市高根町池ケ洞・たかねまちいけがほら

　　５０９-３４１５・岐阜県高山市高根町猪之鼻・たかねまちいのはな

　　５０９-３４１２・岐阜県高山市高根町大古井・たかねまちおおぶるい

　　５０９-３４１１・岐阜県高山市高根町上ケ洞・たかねまちかみがほら

　　５０９-３４１８・岐阜県高山市高根町黍生・たかねまちきびゆう

　　５０９-３４０４・岐阜県高山市高根町小日和田・たかねまちこひわだ

　　５０９-３４１３・岐阜県高山市高根町下之向・たかねまちしものむかい

　　５０９-３４０５・岐阜県高山市高根町留之原・たかねまちとめのはら

　　５０９-３４１４・岐阜県高山市高根町中之宿・たかねまちなかのしゆく

　　５０９-３４１６・岐阜県高山市高根町中洞・たかねまちなかほﾞら

　　５０９-３４０２・岐阜県高山市高根町野麦・たかねまちのむぎ

　　５０９-３４１９・岐阜県高山市高根町日影・たかねまちひかげ

　　５０９-３４０３・岐阜県高山市高根町日和田・たかねまちひわだ

　　５０６-０８１４・岐阜県高山市滝町・たきまち

　　５０６-００５７・岐阜県高山市匠ケ丘町・たくみがおかまち

　　５０６-００３２・岐阜県高山市千島町・ちしままち

　　５０６-０８５７・岐阜県高山市鉄砲町・てつほﾟうまち

　　５０６-０８３２・岐阜県高山市天性寺町・てんしようじまち

　　５０６-００２５・岐阜県高山市天満町・てんまんまち



　　５０６-０００２・岐阜県高山市問屋町・とんやまち

　　５０６-００４３・岐阜県高山市中切町・なかぎりまち

　　５０６-００５１・岐阜県高山市中山町・なかやままち

　　５０６-０８０４・岐阜県高山市長坂町・ながさかまち

　　５０６-００２１・岐阜県高山市名田町・なだまち

　　５０６-０００５・岐阜県高山市七日町・なぬかまち

　　５０６-００３１・岐阜県高山市西之一色町・にしのいつしきまち

　　５０６-０８３３・岐阜県高山市西洞町・にしほﾞらまち

　　５０６-００２２・岐阜県高山市西町・にしまち

　　５０６-２１１３・岐阜県高山市丹生川町芦谷・にゆうかわちようあしたに

　　５０６-２２５３・岐阜県高山市丹生川町池之俣・にゆうかわちよういけのまた

　　５０６-２１１２・岐阜県高山市丹生川町板殿・にゆうかわちよういたんど

　　５０６-２２５４・岐阜県高山市丹生川町岩井谷・にゆうかわちよういわいたに

　　５０６-２１１１・岐阜県高山市丹生川町瓜田・にゆうかわちよううりだ

　　５０６-２１３１・岐阜県高山市丹生川町大萱・にゆうかわちようおおがや

　　５０６-２１１６・岐阜県高山市丹生川町大谷・にゆうかわちようおおたに

　　５０６-２１０４・岐阜県高山市丹生川町大沼・にゆうかわちようおおぬま

　　５０６-２１０３・岐阜県高山市丹生川町折敷地・にゆうかわちようおしきじ

　　５０６-２１０６・岐阜県高山市丹生川町柏原・にゆうかわちようかしはら

　　５０６-２１３３・岐阜県高山市丹生川町北方・にゆうかわちようきたかた

　　５０６-２１３４・岐阜県高山市丹生川町桐山・にゆうかわちようきりやま

　　５０６-２２５２・岐阜県高山市丹生川町久手・にゆうかわちようくて

　　５０６-２１１５・岐阜県高山市丹生川町小野・にゆうかわちようこの

　　５０６-２１１７・岐阜県高山市丹生川町根方・にゆうかわちようごんほﾞう

　　５０６-２１０５・岐阜県高山市丹生川町三之瀬・にゆうかわちようさんのせ

　　５０６-２２５８・岐阜県高山市丹生川町塩屋・にゆうかわちようしおや

　　５０６-２１３５・岐阜県高山市丹生川町下保・にゆうかわちようしもほﾞ

　　５０６-２１１８・岐阜県高山市丹生川町白井・にゆうかわちようしろい

　　５０６-２２５７・岐阜県高山市丹生川町曽手・にゆうかわちようそで

　　５０６-２２５５・岐阜県高山市丹生川町駄吉・にゆうかわちようだよじ

　　５０６-２１２４・岐阜県高山市丹生川町新張・にゆうかわちようにいはﾞり

　　５０６-２２５１・岐阜県高山市丹生川町旗鉾・にゆうかわちようはたほこ

　　５０６-２１１４・岐阜県高山市丹生川町日影・にゆうかわちようひかげ

　　５０６-２２５６・岐阜県高山市丹生川町日面・にゆうかわちようひよも

　　５０６-２１２１・岐阜県高山市丹生川町坊方・にゆうかわちようほﾞうかた

　　５０６-２１３２・岐阜県高山市丹生川町法力・にゆうかわちようほうりき

　　５０６-２１２５・岐阜県高山市丹生川町細越・にゆうかわちようほそごえ

　　５０６-２１２３・岐阜県高山市丹生川町町方・にゆうかわちようまちかた

　　５０６-２１０１・岐阜県高山市丹生川町森部・にゆうかわちようもりぶ

　　５０６-２１２２・岐阜県高山市丹生川町山口・にゆうかわちようやまくち

　　５０６-００１２・岐阜県高山市八軒町・はちけんまち

　　５０６-０８５２・岐阜県高山市八幡町・はちまんまち

　　５０６-０００８・岐阜県高山市初田町・はつだまち

　　５０６-０００９・岐阜県高山市花岡町・はなおかまち

　　５０６-００１５・岐阜県高山市花川町・はなかわまち

　　５０６-００２６・岐阜県高山市花里町・はなさとまち

　　５０６-０８３８・岐阜県高山市馬場町・はﾞはﾞまち

　　５０６-０８０５・岐阜県高山市東山町・ひがしやままち

　　５０６-０８０３・岐阜県高山市日の出町・ひのでまち

　　５０６-０８３１・岐阜県高山市吹屋町・ふきやまち

　　５０６-０００１・岐阜県高山市冬頭町・ふゆとうまち

　　５０６-０００３・岐阜県高山市本母町・ほのぶまち

　　５０６-０８３７・岐阜県高山市堀端町・ほりはﾞたまち

　　５０６-００１１・岐阜県高山市本町・ほんまち

　　５０６-００４８・岐阜県高山市前原町・まえはらまち

　　５０６-００３４・岐阜県高山市松倉町・まつくらまち

　　５０６-０８０２・岐阜県高山市松之木町・まつのきまち

　　５０６-０８０８・岐阜県高山市松本町・まつもとまち

　　５０６-００５６・岐阜県高山市緑ケ丘町・みどりがおかまち

　　５０６-０８２３・岐阜県高山市森下町・もりしたまち

　　５０６-０８１７・岐阜県高山市山口町・やまぐちまち

　　５０６-００５８・岐阜県高山市山田町・やまだまち

　　５０６-００４７・岐阜県高山市八日町・ようかまち

　　５０６-０８５４・岐阜県高山市若達町・わかたつまち

　　５０７-００００・岐阜県多治見市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　５０７-０８３７・岐阜県多治見市青木町・あおきまち

　　５０７-００５７・岐阜県多治見市赤坂町・あかさかちよう

　　５０７-００７１・岐阜県多治見市旭ケ丘・あさひがおか

　　５０７-０８０７・岐阜県多治見市生田町・いくたちよう

　　５０７-００４８・岐阜県多治見市池田町・いけだちよう



　　５０７-０８１４・岐阜県多治見市市之倉町・いちのくらちよう

　　５０７-００２７・岐阜県多治見市上野町・うえのちよう

　　５０７-００７５・岐阜県多治見市大沢町・おおさわちよう

　　５０７-００７４・岐阜県多治見市大原町・おおはらちよう

　　５０７-００６２・岐阜県多治見市大針町・おおはりちよう

　　５０７-０８１８・岐阜県多治見市大畑町・おおはﾞたちよう

　　５０７-０８１５・岐阜県多治見市大畑町赤松・おおはﾞたちようあかまつ

　　５０７-０８１７・岐阜県多治見市大畑町大洞・おおはﾞたちようおおほﾞら

　　５０７-０８１６・岐阜県多治見市大畑町西仲根・おおはﾞたちようにしなかね

　　５０７-００６８・岐阜県多治見市大薮町・おおやぶちよう

　　５０７-０８２２・岐阜県多治見市奥川町・おくがわちよう

　　５０７-００２３・岐阜県多治見市小田町・おだまち

　　５０７-００３７・岐阜県多治見市音羽町・おとわちよう

　　５０７-０００４・岐阜県多治見市小名田町・おなだちよう

　　５０７-０００５・岐阜県多治見市小名田町岩ケ根・おなだちよういわがね

　　５０７-０００１・岐阜県多治見市小名田町小滝・おなだちようこたき

　　５０７-０００７・岐阜県多治見市小名田町西ケ洞・おなだちようにしがほﾞら

　　５０７-０００６・岐阜県多治見市小名田町西山・おなだちようにしやま

　　５０７-０００２・岐阜県多治見市小名田町別山・おなだちようはなれやま

　　５０７-０００３・岐阜県多治見市小名田町東谷・おなだちようひがしだに

　　５０７-０８４６・岐阜県多治見市神楽町・かぐらまち

　　５０７-０９０１・岐阜県多治見市笠原町・かさはらちよう

　　５０７-００１６・岐阜県多治見市金岡町・かなおかちよう

　　５０７-０８３２・岐阜県多治見市金山町・かなやまちよう

　　５０７-０８２１・岐阜県多治見市窯町・かままち

　　５０７-０８０６・岐阜県多治見市上町・かみまち

　　５０７-００２２・岐阜県多治見市上山町・かみやまちよう

　　５０７-００６４・岐阜県多治見市北丘町・きたおかちよう

　　５０７-００６７・岐阜県多治見市北小木町・きたおぎちよう

　　５０７-００５５・岐阜県多治見市喜多町・きたまち

　　５０７-０００８・岐阜県多治見市希望ケ丘・きほﾞうがおか

　　５０７-０８２５・岐阜県多治見市京町・きようまち

　　５０７-００７３・岐阜県多治見市小泉町・こいずみちよう

　　５０７-００１４・岐阜県多治見市虎渓山町・こけいざんちよう

　　５０７-００２６・岐阜県多治見市虎渓町・こけいちよう

　　５０７-００７７・岐阜県多治見市幸町・さいわいちよう

　　５０７-０８０４・岐阜県多治見市坂上町・さかうえちよう

　　５０７-００３５・岐阜県多治見市栄町・さかえまち

　　５０７-００４５・岐阜県多治見市三の倉町・さんのくらちよう

　　５０７-０８１２・岐阜県多治見市下沢町・しもざわちよう

　　５０７-００３９・岐阜県多治見市十九田町・じゆくたちよう

　　５０７-００７６・岐阜県多治見市昭栄町・しようえいちよう

　　５０７-０８４７・岐阜県多治見市小路町・しようじまち

　　５０７-０８３６・岐阜県多治見市昭和町・しようわまち

　　５０７-０８０５・岐阜県多治見市新富町・しんとみちよう

　　５０７-０８３１・岐阜県多治見市新町・しんまち

　　５０７-０８３８・岐阜県多治見市末広町・すえひろちよう

　　５０７-００１５・岐阜県多治見市住吉町・すみよしちよう

　　５０７-００４４・岐阜県多治見市諏訪町・すわちよう

　　５０７-００３１・岐阜県多治見市精華町・せいかまち

　　５０７-００２４・岐阜県多治見市大正町・たいしようまち

　　５０７-００３２・岐阜県多治見市大日町・だいにちちよう

　　５０７-００４１・岐阜県多治見市太平町・たいへいちよう

　　５０７-００１８・岐阜県多治見市高田町・たかたちよう

　　５０７-００１１・岐阜県多治見市高田町岩曽根・たかたちよういわぞね

　　５０７-００１２・岐阜県多治見市高田町白粉・たかたちようしろこ

　　５０７-００７８・岐阜県多治見市高根町・たかねちよう

　　５０７-００５４・岐阜県多治見市宝町・たからまち

　　５０７-０８１３・岐阜県多治見市滝呂町・たきろちよう

　　５０７-００３６・岐阜県多治見市田代町・たしろちよう

　　５０７-００４３・岐阜県多治見市月見町・つきみちよう

　　５０７-００４６・岐阜県多治見市廿原町・つつﾞはらちよう

　　５０７-００１３・岐阜県多治見市東栄町・とうえいちよう

　　５０７-０８４４・岐阜県多治見市陶元町・とうげんちよう

　　５０７-０８４３・岐阜県多治見市常盤町・ときわまち

　　５０７-００３４・岐阜県多治見市豊岡町・とよおかちよう

　　５０７-０８４２・岐阜県多治見市中町・なかまち

　　５０７-００１７・岐阜県多治見市長瀬町・ながせちよう

　　５０７-０８３５・岐阜県多治見市錦町・にしきまち

　　５０７-００５１・岐阜県多治見市西坂町・にしざかちよう



　　５０７-００６６・岐阜県多治見市西山町・にしやまちよう

　　５０７-００６５・岐阜県多治見市根本町・ねもとちよう

　　５０７-００３８・岐阜県多治見市白山町・はくさんちよう

　　５０７-００５２・岐阜県多治見市光ケ丘・ひかりがおか

　　５０７-０８０１・岐阜県多治見市東町・ひがしまち

　　５０７-００１９・岐阜県多治見市東山・ひがしやま

　　５０７-０８４８・岐阜県多治見市日ノ出町・ひのでまち

　　５０７-００６１・岐阜県多治見市姫町・ひめちよう

　　５０７-００５８・岐阜県多治見市平井町・ひらいちよう

　　５０７-０８２３・岐阜県多治見市平野町・ひらのちよう

　　５０７-０８３３・岐阜県多治見市広小路・ひろこうじ

　　５０７-００４７・岐阜県多治見市富士見町・ふじみちよう

　　５０７-０８２７・岐阜県多治見市平和町・へいわまち

　　５０７-００２８・岐阜県多治見市弁天町・べんてんちよう

　　５０７-０８１１・岐阜県多治見市星ケ台・ほしがだい

　　５０７-００３３・岐阜県多治見市本町・ほんまち

　　５０７-００４２・岐阜県多治見市前畑町・まえはﾞたちよう

　　５０７-００６３・岐阜県多治見市松坂町・まつさかちよう

　　５０７-０８２８・岐阜県多治見市三笠町・みかさちよう

　　５０７-０８０３・岐阜県多治見市美坂町・みさかちよう

　　５０７-００２１・岐阜県多治見市緑ケ丘・みどりがおか

　　５０７-００２５・岐阜県多治見市宮前町・みやまえちよう

　　５０７-００５６・岐阜県多治見市美山町・みやまちよう

　　５０７-０８３４・岐阜県多治見市御幸町・みゆきまち

　　５０７-０８４１・岐阜県多治見市明治町・めいじまち

　　５０７-００７２・岐阜県多治見市明和町・めいわちよう

　　５０７-０８２４・岐阜県多治見市元町・もとまち

　　５０７-０８４５・岐阜県多治見市山下町・やましたちよう

　　５０７-０８０２・岐阜県多治見市山吹町・やまぶきちよう

　　５０７-００５３・岐阜県多治見市若松町・わかまつちよう

　　５０７-０８２６・岐阜県多治見市脇之島町・わきのしまちよう

　　５０１-３２００・岐阜県関市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　５０１-３８５１・岐阜県関市相生町・あいおいちよう

　　５０１-３９７８・岐阜県関市赤渕・あかふち

　　５０１-３８５２・岐阜県関市上利町・あがりまち

　　５０１-３８５３・岐阜県関市朝倉町・あさくらちよう

　　５０１-３８２９・岐阜県関市旭ケ丘・あさひがおか

　　５０１-３８０８・岐阜県関市安桜台・あさくらだい

　　５０１-３８０７・岐阜県関市安桜山・あさくらやま

　　５０１-３８４５・岐阜県関市吾妻町・あつﾞまちよう

　　５０１-３２６４・岐阜県関市池尻・いけじり

　　５０１-３２４７・岐阜県関市池田町・いけだちよう

　　５０１-３９６６・岐阜県関市居敷町・いしきちよう

　　５０１-３８４１・岐阜県関市伊勢町・いせまち

　　５０１-２９０１・岐阜県関市板取・いたどり

　　５０１-３８２２・岐阜県関市市平賀・いちひらが

　　５０１-３９７９・岐阜県関市一本木町・いつほﾟんぎちよう

　　５０１-３９３２・岐阜県関市稲口・いなぐち

　　５０１-３９１３・岐阜県関市稲河町・いなごちよう

　　５０１-３９１４・岐阜県関市鋳物師屋・いもじや

　　５０１-３８５５・岐阜県関市いろは町・いろはちよう

　　５０１-３９５１・岐阜県関市植野・うえの

　　５０１-３９７４・岐阜県関市梅ケ枝町・うめがえちよう

　　５０１-３８０４・岐阜県関市円保通・えんほﾞどおり

　　５０１-３９２２・岐阜県関市大杉・おおすぎ

　　５０１-３８０１・岐阜県関市大坪・おおつほﾞ

　　５０１-３２６５・岐阜県関市小瀬・おぜ

　　５０１-３２６８・岐阜県関市小瀬長池町・おぜながいけちよう

　　５０１-３２６６・岐阜県関市小瀬南・おぜみなみ

　　５０１-３２０１・岐阜県関市小野・おの

　　５０１-３２１０・岐阜県関市尾太町・おぶとちよう

　　５０１-３９４１・岐阜県関市小屋名・おやな

　　５０１-３９１０・岐阜県関市笠屋・かさや

　　５０１-３２１４・岐阜県関市貸上町・かしあげちよう

　　５０１-３８７１・岐阜県関市鍛冶町・かじちよう

　　５０１-３８６５・岐阜県関市春日町・かすがちよう

　　５０１-３９６３・岐阜県関市片倉町・かたくらちよう

　　５０１-３８７２・岐阜県関市金屋町・かなやちよう

　　５０１-３８６２・岐阜県関市兼永町・かねながちよう

　　５０１-３２０４・岐阜県関市上大野・かみおおの



　　５０１-３９４７・岐阜県関市上白金・かみしろかね

　　５０１-３２０３・岐阜県関市神野・かみの

　　５０１-３６０１・岐阜県関市上之保・かみのほ

　　５０１-３８７７・岐阜県関市河合町・かわいちよう

　　５０１-３２３５・岐阜県関市川間町・かわまちよう

　　５０１-３８３５・岐阜県関市観音前・かんのんまえ

　　５０１-３８０６・岐阜県関市観音山・かんのんやま

　　５０１-３９１７・岐阜県関市北天神・きたてんじん

　　５０１-３２４５・岐阜県関市北福野町・きたふくのちよう

　　５０１-３８４３・岐阜県関市吉田町・きつたまち

　　５０１-３８７６・岐阜県関市貴船町・きぶねちよう

　　５０１-３９４２・岐阜県関市希望ケ丘・きほﾞうがおか

　　５０１-３９３８・岐阜県関市桐ヶ丘・きりがおか

　　５０１-３９３４・岐阜県関市桐谷台・きりやだい

　　５０１-３９３６・岐阜県関市倉知・くらち

　　５０１-３９３０・岐阜県関市倉知南・くらちみなみ

　　５０１-３２０７・岐阜県関市黒屋・くろや

　　５０１-３９２７・岐阜県関市向陽台・こうようだい

　　５０１-３９０８・岐阜県関市寿町・ことぶきちよう

　　５０１-３９２６・岐阜県関市小迫間・こはﾞさま

　　５０１-３８６１・岐阜県関市小柳町・こやなぎちよう

　　５０１-３２４１・岐阜県関市西仙房・さいせんほﾞう

　　５０１-３２５３・岐阜県関市栄町・さかえまち

　　５０１-３８８８・岐阜県関市坂下町・さかしたちよう

　　５０１-３９０３・岐阜県関市桜ケ丘・さくらがおか

　　５０１-３８５６・岐阜県関市桜木町・さくらぎちよう

　　５０１-３９３１・岐阜県関市桜台・さくらだい

　　５０１-３２３２・岐阜県関市桜本町・さくらほんまち

　　５０１-３２５２・岐阜県関市山王通・さんのうどおり

　　５０１-３２５１・岐阜県関市山王通西・さんのうどおりにじ

　　５０１-３９３５・岐阜県関市四季ノ台・しきのだい

　　５０１-３８７８・岐阜県関市十軒町・じつけんちよう

　　５０１-３２０５・岐阜県関市志津野・しつの

　　５０１-３９７２・岐阜県関市寺内町・じないちよう

　　５０１-３９７７・岐阜県関市清水町・しみずちよう

　　５０１-３２１７・岐阜県関市下有知・しもうち

　　５０１-３９５５・岐阜県関市下白金・しもしろかね

　　５０１-３５２１・岐阜県関市下之保・しものほ

　　５０１-３２５９・岐阜県関市十三塚北・じゆうさんつﾞかきた

　　５０１-３２５０・岐阜県関市十三塚町・じゆうさんつﾞかちよう

　　５０１-３２５８・岐阜県関市十三塚南・じゆうさんつﾞかみなみ

　　５０１-３９６５・岐阜県関市十六所・じゆうろくせん

　　５０１-３８６８・岐阜県関市白川町・しらかわちよう

　　５０１-３２５７・岐阜県関市新田・しんでん

　　５０１-３９２３・岐阜県関市新迫間・しんはさま

　　５０１-３９０９・岐阜県関市新堀町・しんほﾞりちよう

　　５０１-３８４７・岐阜県関市新町・しんまち

　　５０１-３９０５・岐阜県関市神明町・しんめいちよう

　　５０１-３８４８・岐阜県関市末広町・すえひろちよう

　　５０１-３８４６・岐阜県関市住吉町・すみよしちよう

　　５０１-３９６１・岐阜県関市清蔵寺・せいぞうじ

　　５０１-３８２６・岐阜県関市関口町・せきぐちちよう

　　５０１-３２１１・岐阜県関市関ノ上・せきのうえ

　　５０１-３８６６・岐阜県関市千年町・せんねんちよう

　　５０１-３９５４・岐阜県関市千疋・せんびき

　　５０１-３９５３・岐阜県関市千疋北・せんびききた

　　５０１-３９５７・岐阜県関市側島・そはﾞしま

　　５０１-３９５２・岐阜県関市大平台・たいへいだい

　　５０１-３８３３・岐阜県関市大平町・たいへいちよう

　　５０１-３８３４・岐阜県関市大門町・だいもんちよう

　　５０１-３９６４・岐阜県関市宝山町・たからやまちよう

　　５０１-３２２３・岐阜県関市竪切南・たてきりみなみ

　　５０１-３２２８・岐阜県関市竪切北・たてきりきた

　　５０１-３２５５・岐阜県関市段下・だんした

　　５０１-３９６８・岐阜県関市力山・ちからやま

　　５０１-３８５４・岐阜県関市月見町・つきみちよう

　　５０１-３２３６・岐阜県関市辻井戸町・つじいどちよう

　　５０１-３９４６・岐阜県関市津保川台・つほﾞかわだい

　　５０１-３８４２・岐阜県関市出来町・できまち

　　５０１-３２１２・岐阜県関市寺田・てらだ



　　５０１-３９１５・岐阜県関市天徳町・てんとくちよう

　　５０１-３９３９・岐阜県関市桃紅大地・とうこうだいち

　　５０１-３８２４・岐阜県関市東新町・とうしんちよう

　　５０１-３２０６・岐阜県関市塔ノ洞・とうのほら

　　５０１-３８６７・岐阜県関市常盤町・ときわちよう

　　５０１-３８８７・岐阜県関市吐月町・とげつちよう

　　５０１-３９５８・岐阜県関市戸田・とだ

　　５０１-３５０１・岐阜県関市富之保・とみのほ

　　５０１-３８６３・岐阜県関市富本町・とみもとちよう

　　５０１-３９１６・岐阜県関市豊岡町・とよおかちよう

　　５０１-３９７５・岐阜県関市豊川町・とよかわちよう

　　５０１-３５１１・岐阜県関市中之保・なかのほ

　　５０１-３２４３・岐阜県関市中福野町・なかふくのちよう

　　５０１-３８１７・岐阜県関市仲町・なかまち

　　５０１-３８３９・岐阜県関市長住町・ながずみちよう

　　５０１-３８２８・岐阜県関市西旭ケ丘・にしあさひがおか

　　５０１-３９６７・岐阜県関市西居敷・にしいしき

　　５０１-３９０６・岐阜県関市西欠ノ下・にしかけのした

　　５０１-３２２１・岐阜県関市西貸上・にしかしあげ

　　５０１-３２０２・岐阜県関市西神野・にしかみの

　　５０１-３２３３・岐阜県関市西木戸町・にしきどちよう

　　５０１-３２１５・岐阜県関市西境松町・にしさかいまつちよう

　　５０１-３９２８・岐阜県関市西田原・にしたわら

　　５０１-３８８２・岐阜県関市西日吉町・にしひよしちよう

　　５０１-３２４４・岐阜県関市西福野町・にしふくのちよう

　　５０１-３８０３・岐阜県関市西本郷通・にしほんごうどおり

　　５０１-３８１９・岐阜県関市西町・にしまち

　　５０１-３８３７・岐阜県関市西門前町・にしもんぜんちよう

　　５０１-３９４３・岐阜県関市虹ケ丘南・にじがおかみなみ

　　５０１-３９４５・岐阜県関市虹ケ丘北・にじがおかきた

　　５０１-３２１９・岐阜県関市のぞみケ丘・のぞみがおか

　　５０１-３９７６・岐阜県関市梅竜寺山・はﾞいりゆうじやま

　　５０１-３９２４・岐阜県関市迫間・はさま

　　５０１-３９２５・岐阜県関市迫間台・はさまだい

　　５０１-３８３１・岐阜県関市長谷寺町・はせでらちよう

　　５０１-３８３２・岐阜県関市花園町・はなぞのちよう

　　５０１-３２５６・岐阜県関市巾・ははﾞ

　　５０１-３９６９・岐阜県関市馬場出・はﾞはﾞだじ

　　５０１-３９０１・岐阜県関市春里町・はるさとちよう

　　５０１-３２１３・岐阜県関市東貸上・ひがしかしあげ

　　５０１-３２３１・岐阜県関市東桜町・ひがしさくらまち

　　５０１-３２１８・岐阜県関市東志摩・ひがししま

　　５０１-３２２４・岐阜県関市東仙房・ひがしせんほﾞう

　　５０１-３９２１・岐阜県関市東田原・ひがしたわら

　　５０１-３８２３・岐阜県関市東出町・ひがしでちよう

　　５０１-３８１３・岐阜県関市東野町・ひがしのまち

　　５０１-３８８３・岐阜県関市東日吉町・ひがしひよしちよう

　　５０１-３２４２・岐阜県関市東福野町・ひがしふくのちよう

　　５０１-３８１２・岐阜県関市東本郷・ひがしほんごう

　　５０１-３８１１・岐阜県関市東本郷通・ひがしほんごうどおり

　　５０１-３８１５・岐阜県関市東町・ひがしまち

　　５０１-３８３８・岐阜県関市東門前町・ひがしもんぜんちよう

　　５０１-３８１４・岐阜県関市東山・ひがしやま

　　５０１-３９１１・岐阜県関市肥田瀬・ひだせ

　　５０１-３９７３・岐阜県関市一ツ山町・ひとつやまちよう

　　５０１-３８７３・岐阜県関市日ノ出町・ひのでまち

　　５０１-３８２１・岐阜県関市平賀町・ひらがちよう

　　５０１-３２６３・岐阜県関市広見・ひろみ

　　５０１-３２６１・岐阜県関市広見北町・ひろみきたまち

　　５０１-３２６２・岐阜県関市広見東町・ひろみひがしまち

　　５０１-３９７１・岐阜県関市古屋敷町・ふるやしきちよう

　　５０１-３９１９・岐阜県関市平成通・へいせいどおり

　　５０１-３８７４・岐阜県関市平和通・へいわどおり

　　５０１-３９５６・岐阜県関市保明・ほうみよう

　　５０１-３２２７・岐阜県関市北仙房・ほくせんほﾞう

　　５０１-３２６７・岐阜県関市星ケ丘・ほしがおか

　　５０１-２８０７・岐阜県関市洞戸阿部・ほらどあべ

　　５０１-２８１２・岐阜県関市洞戸市場・ほらどいちはﾞ

　　５０１-２８１６・岐阜県関市洞戸大野・ほらどおおの

　　５０１-２８０５・岐阜県関市洞戸尾倉・ほらどおぐら



　　５０１-２８０９・岐阜県関市洞戸小瀬見・ほらどおぜみ

　　５０１-２８１１・岐阜県関市洞戸片・ほらどかた

　　５０１-２８０１・岐阜県関市洞戸栗原・ほらどくりはら

　　５０１-２８１５・岐阜県関市洞戸黒谷・ほらどくろだに

　　５０１-２８０６・岐阜県関市洞戸高賀・ほらどこうか

　　５０１-２８０８・岐阜県関市洞戸高見・ほらどこうみ

　　５０１-２８１７・岐阜県関市洞戸小坂・ほらどこさか

　　５０１-２８１４・岐阜県関市洞戸菅谷・ほらどすがだに

　　５０１-２８０２・岐阜県関市洞戸通元寺・ほらどつうげんじ

　　５０１-２８０３・岐阜県関市洞戸飛瀬・ほらどひせ

　　５０１-３８０５・岐阜県関市本郷町・ほんごうちよう

　　５０１-３８８６・岐阜県関市本町・ほんまち

　　５０１-３８６４・岐阜県関市前町・まえちよう

　　５０１-３９３７・岐阜県関市前山町・まえやまちよう

　　５０１-３８８４・岐阜県関市孫六町・まごろくちよう

　　５０１-３２１６・岐阜県関市水ノ輪町・みずのわちよう

　　５０１-３８３６・岐阜県関市美園町・みそのちよう

　　５０１-３２４６・岐阜県関市緑ケ丘・みどりがおか

　　５０１-３２３７・岐阜県関市緑町・みどりまち

　　５０１-３２２２・岐阜県関市南貸上・みなみかしあげ

　　５０１-３８５７・岐阜県関市南春日町・みなみかすがちよう

　　５０１-３２２５・岐阜県関市南仙房・みなみせんほﾞう

　　５０１-３９１８・岐阜県関市南天神・みなみてんじん

　　５０１-３８２５・岐阜県関市南出・みなみで

　　５０１-３９０７・岐阜県関市南町・みなみまち

　　５０１-３９１２・岐阜県関市宮河町・みやがわちよう

　　５０１-３８２７・岐阜県関市宮地町・みやじちよう

　　５０１-３８４４・岐阜県関市美和町・みわちよう

　　５０１-３２２６・岐阜県関市向西仙房・むかいさいせんほﾞう

　　５０１-２６０５・岐阜県関市武芸川町跡部・むげがわちようあとべ

　　５０１-２６０７・岐阜県関市武芸川町宇多院・むげがわちよううだいん

　　５０１-２６０２・岐阜県関市武芸川町小知野・むげがわちようおじの

　　５０１-２６０４・岐阜県関市武芸川町高野・むげがわちようたかの

　　５０１-２６０１・岐阜県関市武芸川町谷口・むげがわちようたにぐち

　　５０１-２６０３・岐阜県関市武芸川町八幡・むげがわちようはちまん

　　５０１-２６０６・岐阜県関市武芸川町平・むげがわちようひら

　　５０１-３９３３・岐阜県関市向山町・むこうやまちよう

　　５０１-３９０４・岐阜県関市明生町・めいせいちよう

　　５０１-３８８１・岐阜県関市元重町・もとしげちよう

　　５０１-３８７５・岐阜県関市森西町・もりにしちよう

　　５０１-３９６２・岐阜県関市柳町・やなぎまち

　　５０１-３９４４・岐阜県関市山田・やまだ

　　５０１-３８８５・岐阜県関市山ノ手・やまのて

　　５０１-３９０２・岐阜県関市弥生町・やよいちよう

　　５０１-３２５４・岐阜県関市雄飛ケ丘・ゆうひがおか

　　５０１-３８１６・岐阜県関市吉野町・よしのまち

　　５０１-３８１８・岐阜県関市吉本町・よしもとちよう

　　５０１-３８０２・岐阜県関市若草通・わかくさどおり

　　５０１-３２３４・岐阜県関市若宮町・わかみやちよう

　　５０８-００００・岐阜県中津川市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　５０８-０００２・岐阜県中津川市阿木（７６３７～７９８５）・あぎ

　　５０９-７３２１・岐阜県中津川市阿木（その他）・あぎ(そのた)

　　５０８-０００２・岐阜県中津川市阿木川上・あぎかおれ

　　５０９-７３２２・岐阜県中津川市飯沼・いいぬま

　　５０９-９２３１・岐阜県中津川市上野・うえの

　　５０８-００３７・岐阜県中津川市えびす町・えびすちよう

　　５０８-００３３・岐阜県中津川市太田町・おおたまち

　　５０８-００２３・岐阜県中津川市小川町・おがわちよう

　　５０８-０００６・岐阜県中津川市落合・おちあい

　　５０８-０４２１・岐阜県中津川市加子母・かしも

　　５０８-００４５・岐阜県中津川市かやの木町・かやのきちよう

　　５０９-９２０１・岐阜県中津川市川上・かわうえ

　　５０８-００２２・岐阜県中津川市北野町・きたのちよう

　　５０８-００１１・岐阜県中津川市駒場・こまんはﾞ

　　５０８-００１４・岐阜県中津川市駒場町・こまんはﾞちよう

　　５０８-００３２・岐阜県中津川市栄町・さかえまち

　　５０９-９２３２・岐阜県中津川市坂下・さかした

　　５０８-０２０２・岐阜県中津川市下野・しもの

　　５０８-００４４・岐阜県中津川市昭和町・しようわまち

　　５０８-００３８・岐阜県中津川市新町・しんまち



　　５０８-０１１１・岐阜県中津川市瀬戸・せと

　　５０９-９１３１・岐阜県中津川市千旦林・せんだんはﾞやじ

　　５０８-０２０４・岐阜県中津川市高山・たかやま

　　５０８-０２０１・岐阜県中津川市田瀬・たせ

　　５０８-０３５１・岐阜県中津川市付知町・つけちちよう

　　５０８-００１２・岐阜県中津川市津島町・つしまちよう

　　５０８-００１５・岐阜県中津川市手賀野・てがの

　　５０８-０１０１・岐阜県中津川市苗木・なえぎ

　　５０８-０００３・岐阜県中津川市中一色町・なかいつしきちよう

　　５０８-００２１・岐阜県中津川市中川町・なかがわちよう

　　５０８-０００１・岐阜県中津川市中津川・なかつがわ

　　５０９-９１３２・岐阜県中津川市茄子川・なすびがわ

　　５０８-００４２・岐阜県中津川市西宮町・にしみやまち

　　５０８-００４３・岐阜県中津川市八幡町・はちまんちよう

　　５０８-０００４・岐阜県中津川市花戸町・はなどちよう

　　５０８-００３５・岐阜県中津川市東町・ひがしまち

　　５０８-００３６・岐阜県中津川市東宮町・ひがしみやまち

　　５０８-０００５・岐阜県中津川市日の出町・ひのでちよう

　　５０９-８３０１・岐阜県中津川市蛭川・ひるかわ

　　５０８-０２０３・岐阜県中津川市福岡・ふくおか

　　５０８-００４１・岐阜県中津川市本町・ほんまち

　　５０８-０５０２・岐阜県中津川市馬籠・まごめ

　　５０８-０００７・岐阜県中津川市神坂・みさか

　　５０８-００３１・岐阜県中津川市宮前町・みやまえちよう

　　５０８-００２４・岐阜県中津川市桃山町・ももやまちよう

　　５０８-００１３・岐阜県中津川市柳町・やなぎまち

　　５０８-０５０１・岐阜県中津川市山口・やまぐち

　　５０８-００３４・岐阜県中津川市淀川町・よどがわちよう

　　５０１-３７００・岐阜県美濃市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　５０１-３７０１・岐阜県美濃市美濃市の次に番地がくる場合・つぎにはﾞんち

　　５０１-３７２３・岐阜県美濃市相生町・あいおいちよう

　　５０１-３７６２・岐阜県美濃市藍川・あいかわ

　　５０１-３７１７・岐阜県美濃市安毛・あたげ

　　５０１-３７５６・岐阜県美濃市生櫛・いくじ

　　５０１-３７２９・岐阜県美濃市泉町・いずみちよう

　　５０１-３７２４・岐阜県美濃市魚屋町・うおやちよう

　　５０１-３７１５・岐阜県美濃市梅山町・うめやまちよう

　　５０１-３７８６・岐阜県美濃市乙狩・おとがり

　　５０１-３７７１・岐阜県美濃市大矢田・おやだ

　　５０１-３７７２・岐阜県美濃市楓台・かえでだい

　　５０１-３７６４・岐阜県美濃市笠神・かさがみ

　　５０１-３７２６・岐阜県美濃市加治屋町・かじやちよう

　　５０１-３７８１・岐阜県美濃市片知・かたじ

　　５０１-３７０２・岐阜県美濃市上河和・かみこうわ

　　５０１-３７４３・岐阜県美濃市上条・かみじよう

　　５０１-３７８７・岐阜県美濃市上野・かみの

　　５０１-３７３３・岐阜県美濃市亀野町・かめのちよう

　　５０１-３７８３・岐阜県美濃市神洞・かんほﾞら

　　５０１-３７１２・岐阜県美濃市口野々・くちのの

　　５０１-３７８５・岐阜県美濃市小倉・こくら

　　５０１-３７６３・岐阜県美濃市極楽寺・ごくらくじ

　　５０１-３７３６・岐阜県美濃市米屋町・こめやちよう

　　５０１-３７５４・岐阜県美濃市さくらケ丘・さくらがおか

　　５０１-３７５５・岐阜県美濃市志摩・しま

　　５０１-３７０３・岐阜県美濃市下河和・しもこうわ

　　５０１-３７４５・岐阜県美濃市下渡・しもわたり

　　５０１-３７５２・岐阜県美濃市松栄町・しようえいちよう

　　５０１-３７３７・岐阜県美濃市新町・しんまち

　　５０１-３７０６・岐阜県美濃市須原・すはら

　　５０１-３７１４・岐阜県美濃市曽代・そだい

　　５０１-３７０５・岐阜県美濃市立花・たちはﾞな

　　５０１-３７２５・岐阜県美濃市俵町・たわらまち

　　５０１-３７４４・岐阜県美濃市段町・だんちよう

　　５０１-３７３４・岐阜県美濃市千畝町・ちうねちよう

　　５０１-３７４６・岐阜県美濃市中央・ちゆうおう

　　５０１-３７２２・岐阜県美濃市常盤町・ときわちよう

　　５０１-３７４２・岐阜県美濃市殿町・とのまち

　　５０１-３７１３・岐阜県美濃市富野・とみの

　　５０１-３７２７・岐阜県美濃市永重町・ながしげちよう

　　５０１-３７８２・岐阜県美濃市長瀬・ながせ



　　５０１-３７３５・岐阜県美濃市西市場町・にしいちはﾞちよう

　　５０１-３７３１・岐阜県美濃市東市場町・ひがしいちはﾞちよう

　　５０１-３７１１・岐阜県美濃市樋ケ洞・ひがほら

　　５０１-３７３２・岐阜県美濃市広岡町・ひろおかちよう

　　５０１-３７０４・岐阜県美濃市保木脇・ほきわき

　　５０１-３７１６・岐阜県美濃市前野・まえの

　　５０１-３７５１・岐阜県美濃市松倉台・まつくらだい

　　５０１-３７５３・岐阜県美濃市松森・まつもり

　　５０１-３７８４・岐阜県美濃市御手洗・みたらい

　　５０１-３７４１・岐阜県美濃市港町・みなとまち

　　５０１-３７２８・岐阜県美濃市本住町・もとずみちよう

　　５０１-３７７３・岐阜県美濃市もみじが丘・もみじがおか

　　５０１-３７６１・岐阜県美濃市横越・よこごじ

　　５０１-３７２１・岐阜県美濃市吉川町・よしかわちよう

　　５０１-３７８８・岐阜県美濃市蕨生・わらび

　　５０９-６１００・岐阜県瑞浪市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　５０９-６１３１・岐阜県瑞浪市明世町月吉・あきよちようつきよじ

　　５０９-６１３３・岐阜県瑞浪市明世町戸狩・あきよちようとがり

　　５０９-６１３２・岐阜県瑞浪市明世町山野内・あきよちようやまのうち

　　５０９-６１２４・岐阜県瑞浪市一色町・いしきちよう

　　５０９-６１０３・岐阜県瑞浪市稲津町小里・いなつちようおり

　　５０９-６１０２・岐阜県瑞浪市稲津町萩原・いなつちようはぎわら

　　５０９-６１２２・岐阜県瑞浪市上平町・うえだいらちよう

　　５０９-６１２５・岐阜県瑞浪市上野町・うえのまち

　　５０９-６４７１・岐阜県瑞浪市大湫町・おおくてちよう

　　５０９-６１１２・岐阜県瑞浪市小田町・おだちよう

　　５０９-６１０６・岐阜県瑞浪市学園台・がくえんだい

　　５０９-６４７２・岐阜県瑞浪市釜戸町・かまどちよう

　　５０９-６１１５・岐阜県瑞浪市北小田町・きたおだちよう

　　５０９-６１１１・岐阜県瑞浪市下沖町・したおきちよう

　　５０９-６３６３・岐阜県瑞浪市陶町大川・すえちようおおかわ

　　５０９-６３６１・岐阜県瑞浪市陶町猿爪・すえちようましつﾞめ

　　５０９-６３６２・岐阜県瑞浪市陶町水上・すえちようみずかみ

　　５０９-６１２７・岐阜県瑞浪市須野志町・すのしちよう

　　５０９-６１２６・岐阜県瑞浪市高月町・たかつきちよう

　　５０９-６１２３・岐阜県瑞浪市樽上町・たるうえちよう

　　５０９-６１２１・岐阜県瑞浪市寺河戸町・てらかわどちよう

　　５０９-６１０１・岐阜県瑞浪市土岐町・ときちよう

　　５０９-６１１４・岐阜県瑞浪市西小田町・にしおだちよう

　　５０９-６２５１・岐阜県瑞浪市日吉町・ひよしちよう

　　５０９-６１０７・岐阜県瑞浪市穂並・ほなみ

　　５０９-６１０８・岐阜県瑞浪市益見町・ますみちよう

　　５０９-６１３４・岐阜県瑞浪市松ケ瀬町・まつがせちよう

　　５０９-６１１６・岐阜県瑞浪市南小田町・みなみおだちよう

　　５０９-６１２８・岐阜県瑞浪市宮前町・みやまえちよう

　　５０９-６１０５・岐阜県瑞浪市明賀台・みようがだい

　　５０９-６１３５・岐阜県瑞浪市薬師町・やくしちよう

　　５０９-６１０４・岐阜県瑞浪市山田町・やまだちよう

　　５０９-６１１３・岐阜県瑞浪市和合町・わごうちよう

　　５０１-６２００・岐阜県羽島市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　５０１-６２０７・岐阜県羽島市足近町・あじかちよう

　　５０１-６２０２・岐阜県羽島市足近町市場・あじかちよういちはﾞ

　　５０１-６２０１・岐阜県羽島市足近町北宿・あじかちようきたじゆく

　　５０１-６２０４・岐阜県羽島市足近町小荒井・あじかちようこあらい

　　５０１-６２０８・岐阜県羽島市足近町坂井・あじかちようさかい

　　５０１-６２０９・岐阜県羽島市足近町直道・あじかちようすぐみち

　　５０１-６２０３・岐阜県羽島市足近町南宿・あじかちようみなみじゆく

　　５０１-６２０５・岐阜県羽島市足近町南之川・あじかちようみなみのかわ

　　５０１-６２３６・岐阜県羽島市江吉良町・えぎらちよう

　　５０１-６２３８・岐阜県羽島市江吉良町江中・えぎらちようえなか

　　５０１-６２３７・岐阜県羽島市江吉良町江西・えぎらちようえにじ

　　５０１-６２３９・岐阜県羽島市江吉良町江南・えぎらちようえみなみ

　　５０１-６２７３・岐阜県羽島市小熊町・おぐまちよう

　　５０１-６２７２・岐阜県羽島市小熊町相田・おぐまちようあいだ

　　５０１-６２６２・岐阜県羽島市小熊町内粟野・おぐまちよううちあわの

　　５０１-６２６３・岐阜県羽島市小熊町江頭・おぐまちようえがしら

　　５０１-６２６６・岐阜県羽島市小熊町川口・おぐまちようかわくち

　　５０１-６２６５・岐阜県羽島市小熊町川口前・おぐまちようかわくちまえ

　　５０１-６２６４・岐阜県羽島市小熊町島・おぐまちようしま

　　５０１-６２５３・岐阜県羽島市小熊町島新道・おぐまちようしましんどう



　　５０１-６２５２・岐阜県羽島市小熊町島前・おぐまちようしままえ

　　５０１-６２６１・岐阜県羽島市小熊町外粟野・おぐまちようそとあわの

　　５０１-６２６７・岐阜県羽島市小熊町天王・おぐまちようてんのう

　　５０１-６２７１・岐阜県羽島市小熊町東小熊・おぐまちようひがしおぐま

　　５０１-６２７４・岐阜県羽島市小熊町西小熊・おぐまちようにしおぐま

　　５０１-６３１２・岐阜県羽島市上中町一色・かみなかちよういしき

　　５０１-６３１７・岐阜県羽島市上中町午北・かみなかちよううまきた

　　５０１-６３１８・岐阜県羽島市上中町沖・かみなかちようおき

　　５０１-６３１９・岐阜県羽島市上中町中・かみなかちようなか

　　５０１-６３１１・岐阜県羽島市上中町長間・かみなかちようながま

　　５０１-６３２３・岐阜県羽島市桑原町午南・くわはﾞらちよううまみなみ

　　５０１-６３２５・岐阜県羽島市桑原町大須・くわはﾞらちようおおす

　　５０１-６３２４・岐阜県羽島市桑原町小薮・くわはﾞらちようこやぶ

　　５０１-６３２７・岐阜県羽島市桑原町西小薮・くわはﾞらちようにしこやぶ

　　５０１-６３２６・岐阜県羽島市桑原町東方・くわはﾞらちようひがしがた

　　５０１-６３２８・岐阜県羽島市桑原町平太・くわはﾞらちようへいた

　　５０１-６３２２・岐阜県羽島市桑原町前野・くわはﾞらちようまえの

　　５０１-６３２１・岐阜県羽島市桑原町八神・くわはﾞらちようやがみ

　　５０１-６３１５・岐阜県羽島市下中町石田・しもなかちよういしだ

　　５０１-６３１６・岐阜県羽島市下中町市之枝・しもなかちよういちのえだ

　　５０１-６３１３・岐阜県羽島市下中町加賀野井・しもなかちようかがのい

　　５０１-６３１４・岐阜県羽島市下中町城屋敷・しもなかちようしろやしき

　　５０１-６２０６・岐阜県羽島市新生町・しんせいちよう

　　５０１-６２４１・岐阜県羽島市竹鼻町・たけはなちよう

　　５０１-６２３３・岐阜県羽島市竹鼻町飯柄・たけはなちよういいがら

　　５０１-６２３１・岐阜県羽島市竹鼻町神楽・たけはなちようかぐら

　　５０１-６２３２・岐阜県羽島市竹鼻町狐穴・たけはなちようきつねあな

　　５０１-６２３４・岐阜県羽島市竹鼻町駒塚・たけはなちようこまつﾞか

　　５０１-６２４２・岐阜県羽島市竹鼻町錦町・たけはなちようにしきまち

　　５０１-６２４３・岐阜県羽島市竹鼻町西野町・たけはなちようにしのまち

　　５０１-６２３５・岐阜県羽島市竹鼻町蜂尻・たけはなちようはちじり

　　５０１-６２４４・岐阜県羽島市竹鼻町丸の内・たけはなちようまるのうち

　　５０１-６２５５・岐阜県羽島市福寿町浅平・ふくじゆちようあさひら

　　５０１-６２５６・岐阜県羽島市福寿町千代田・ふくじゆちようちよだ

　　５０１-６２５７・岐阜県羽島市福寿町平方・ふくじゆちようひらかた

　　５０１-６２５４・岐阜県羽島市福寿町本郷・ふくじゆちようほんごう

　　５０１-６２５１・岐阜県羽島市福寿町間島・ふくじゆちようまじま

　　５０１-６３０２・岐阜県羽島市舟橋町・ふなはﾞしちよう

　　５０１-６３０４・岐阜県羽島市舟橋町出須賀・ふなはﾞしちようですか

　　５０１-６３０３・岐阜県羽島市舟橋町本町・ふなはﾞしちようほんまち

　　５０１-６３０１・岐阜県羽島市舟橋町宮北・ふなはﾞしちようみやきた

　　５０１-６３３８・岐阜県羽島市堀津町須賀中・ほつつちようすかなか

　　５０１-６３３６・岐阜県羽島市堀津町須賀西・ほつつちようすかにじ

　　５０１-６３３５・岐阜県羽島市堀津町須賀南・ほつつちようすかみなみ

　　５０１-６３３２・岐阜県羽島市堀津町須賀北・ほつつちようすかきた

　　５０１-６３３７・岐阜県羽島市堀津町中屋敷・ほつつちようなかやしき

　　５０１-６３３３・岐阜県羽島市堀津町東山・ほつつちようひがしやま

　　５０１-６３３４・岐阜県羽島市堀津町前谷・ほつつちようまえだに

　　５０１-６３３１・岐阜県羽島市堀津町横手・ほつつちようよこて

　　５０１-６３３０・岐阜県羽島市堀津町（その他）・ほつつちよう(そのた)

　　５０１-６２２５・岐阜県羽島市正木町新井・まさきちようあらい

　　５０１-６２２４・岐阜県羽島市正木町大浦・まさきちようおおうら

　　５０１-６２２３・岐阜県羽島市正木町大浦新田・まさきちようおおうらしんでん

　　５０１-６２１２・岐阜県羽島市正木町上大浦・まさきちようかみおおうら

　　５０１-６２２９・岐阜県羽島市正木町坂丸・まさきちようさかまる

　　５０１-６２１６・岐阜県羽島市正木町須賀・まさきちようすか

　　５０１-６２１５・岐阜県羽島市正木町須賀赤松・まさきちようすかあかまつ

　　５０１-６２１４・岐阜県羽島市正木町須賀池端・まさきちようすかいけはた

　　５０１-６２１７・岐阜県羽島市正木町須賀小松・まさきちようすかこまつ

　　５０１-６２１８・岐阜県羽島市正木町須賀本村・まさきちようすかほんむら

　　５０１-６２２８・岐阜県羽島市正木町不破一色・まさきちようふわいしき

　　５０１-６２２７・岐阜県羽島市正木町曲利・まさきちようまがり

　　５０１-６２１３・岐阜県羽島市正木町光法寺・まさきちようみつほうじ

　　５０１-６２２６・岐阜県羽島市正木町三ツ柳・まさきちようみつやなぎ

　　５０１-６２１１・岐阜県羽島市正木町南及・まさきちようみなみおよび

　　５０１-６２２１・岐阜県羽島市正木町森・まさきちようもり

　　５０１-６２２２・岐阜県羽島市正木町森新田・まさきちようもりしんでん

　　５０９-７２００・岐阜県恵那市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　５０９-７７３１・岐阜県恵那市明智町・あけちちよう

　　５０９-７７２５・岐阜県恵那市明智町阿妻・あけちちようあつﾞま



　　５０９-７７２１・岐阜県恵那市明智町大泉・あけちちようおおいずみ

　　５０９-７７２３・岐阜県恵那市明智町大田・あけちちようおおた

　　５０９-７７２６・岐阜県恵那市明智町吉良見・あけちちようきらみ

　　５０９-７７０２・岐阜県恵那市明智町杉野・あけちちようすぎの

　　５０９-７７０１・岐阜県恵那市明智町野志・あけちちようのじ

　　５０９-７７１１・岐阜県恵那市明智町東方・あけちちようひがしがた

　　５０９-７７２４・岐阜県恵那市明智町横通・あけちちようよこどおり

　　５０９-７７０８・岐阜県恵那市明智町（新井町）・あけちちよう(あらいちよう)

　　５０９-７７０３・岐阜県恵那市明智町（市場町）・あけちちよう(いちはﾞちよう)

　　５０９-７７０４・岐阜県恵那市明智町（駅前町）・あけちちよう(えきまえちよう)

　　５０９-７７１３・岐阜県恵那市明智町（片平町）・あけちちよう(かたひらちよう)

　　５０９-７７０５・岐阜県恵那市明智町（新町）・あけちちよう(しんまち)

　　５０９-７７０７・岐阜県恵那市明智町（滝坂住宅）・あけちちよう(たきざかじゆうたく)

　　５０９-７７１４・岐阜県恵那市明智町（常盤町）・あけちちよう(ときわちよう)

　　５０９-７７２２・岐阜県恵那市明智町（徳間町）・あけちちよう(とくまちよう)

　　５０９-７７１５・岐阜県恵那市明智町（東町）・あけちちよう(ひがしまち)

　　５０９-７７１８・岐阜県恵那市明智町（東山町）・あけちちよう(ひがしやまちよう)

　　５０９-７７１６・岐阜県恵那市明智町（本町）・あけちちよう(ほんまち)

　　５０９-７７１２・岐阜県恵那市明智町（的場町）・あけちちよう(まとはﾞちよう)

　　５０９-７７１７・岐阜県恵那市明智町（宮町）・あけちちよう(みやまち)

　　５０９-７７０６・岐阜県恵那市明智町（向町）・あけちちよう(むかいまち)

　　５０９-８２３２・岐阜県恵那市飯地町・いいじちよう

　　５０９-７４０３・岐阜県恵那市岩村町・いわむらちよう

　　５０９-７４０１・岐阜県恵那市岩村町飯羽間・いわむらちよういいはﾞま

　　５０９-７４０２・岐阜県恵那市岩村町富田・いわむらちようとみだ

　　５０９-７２０１・岐阜県恵那市大井町・おおいちよう

　　５０９-７２０６・岐阜県恵那市長島町久須見・おさしまちようくすみ

　　５０９-７２０３・岐阜県恵那市長島町正家・おさしまちようしようげ

　　５０９-７２０４・岐阜県恵那市長島町永田・おさしまちようながた

　　５０９-７２０５・岐阜県恵那市長島町中野・おさしまちようなかの

　　５０９-７２１１・岐阜県恵那市長島町鍋山・おさしまちようなべやま

　　５０９-７２０７・岐阜県恵那市笠置町河合・かさぎちようかわい

　　５０９-７２０９・岐阜県恵那市笠置町毛呂窪・かさぎちようけろくほﾞ

　　５０９-７２０８・岐阜県恵那市笠置町姫栗・かさぎちようひめぐり

　　５０９-７５２１・岐阜県恵那市上矢作町・かみやはぎちよう

　　５０９-７５１１・岐阜県恵那市上矢作町漆原・かみやはぎちよううるしはら

　　５０９-７５１３・岐阜県恵那市上矢作町小田子・かみやはぎちようこだこ

　　５０９-７５１２・岐阜県恵那市上矢作町下・かみやはぎちようしも

　　５０９-７５０２・岐阜県恵那市上矢作町（飯田洞）・かみやはぎちよう(いいだほﾞら)

　　５０９-７５０１・岐阜県恵那市上矢作町（木ノ実）・かみやはぎちよう(きのみ)

　　５０９-７５０４・岐阜県恵那市上矢作町（小笹原）・かみやはぎちよう(こざさはら)

　　５０９-７５０５・岐阜県恵那市上矢作町（島）・かみやはぎちよう(しま)

　　５０９-７５０３・岐阜県恵那市上矢作町（達原）・かみやはぎちよう(たつはﾞら)

　　５０９-７５０６・岐阜県恵那市上矢作町（本郷）・かみやはぎちよう(ほんごう)

　　５０９-７５０７・岐阜県恵那市上矢作町（横道）・かみやはぎちよう(よこみち)

　　５０９-７８３１・岐阜県恵那市串原・くしはら

　　５０９-７８１４・岐阜県恵那市串原（相走）・くしはら(あいはﾞしり)

　　５０９-７８１６・岐阜県恵那市串原（岩倉）・くしはら(いわくら)

　　５０９-７８２１・岐阜県恵那市串原（大平）・くしはら(おおだいら)

　　５０９-７８１３・岐阜県恵那市串原（大竹）・くしはら(おおたけ)

　　５０９-７８１５・岐阜県恵那市串原（大野）・くしはら(おおの)

　　５０９-７８２４・岐阜県恵那市串原（大簗）・くしはら(おおやな)

　　５０９-７８２２・岐阜県恵那市串原（柿畑）・くしはら(かきはﾞた)

　　５０９-７８２５・岐阜県恵那市串原（川ケ渡）・くしはら(かわかど)

　　５０９-７８２６・岐阜県恵那市串原（木根）・くしはら(きね)

　　５０９-７８２３・岐阜県恵那市串原（閑羅瀬）・くしはら(しずらせ)

　　５０９-７８０２・岐阜県恵那市串原（平山）・くしはら(たいらやま)

　　５０９-７８０４・岐阜県恵那市串原（戸中）・くしはら(とちゆう)

　　５０９-７８０１・岐阜県恵那市串原（中沢）・くしはら(なかさわ)

　　５０９-７８１１・岐阜県恵那市串原（福原）・くしはら(ふくはﾞら)

　　５０９-７８０６・岐阜県恵那市串原（松林）・くしはら(まつはﾞやし)

　　５０９-７８０３・岐阜県恵那市串原（松本）・くしはら(まつもと)

　　５０９-７８０５・岐阜県恵那市串原（峯）・くしはら(みね)

　　５０９-７８１２・岐阜県恵那市串原（森上）・くしはら(もりあげ)

　　５０９-７１２６・岐阜県恵那市武並町新竹折・たけなみちようしんたけおり

　　５０９-７１２２・岐阜県恵那市武並町竹折・たけなみちようたけおり

　　５０９-７１２１・岐阜県恵那市武並町藤・たけなみちようふじ

　　５０９-８２３１・岐阜県恵那市中野方町・なかのほうちよう

　　５０９-７２０２・岐阜県恵那市東野・ひがしの

　　５０９-７１２４・岐阜県恵那市三郷町佐々良木・みさとちようさざらぎ



　　５０９-７１２３・岐阜県恵那市三郷町野井・みさとちようのい

　　５０９-７１２５・岐阜県恵那市三郷町椋実・みさとちようむくのみ

　　５０９-７６０４・岐阜県恵那市山岡町釜屋・やまおかちようかまや

　　５０９-７６０３・岐阜県恵那市山岡町上手向・やまおかちようかみとうげ

　　５０９-７６０１・岐阜県恵那市山岡町久保原・やまおかちようくほﾞはら

　　５０９-７６０７・岐阜県恵那市山岡町下手向・やまおかちようしもとうげ

　　５０９-７６０８・岐阜県恵那市山岡町田沢・やまおかちようたざわ

　　５０９-７６０６・岐阜県恵那市山岡町田代・やまおかちようたしろ

　　５０９-７６０２・岐阜県恵那市山岡町馬場山田・やまおかちようはﾞはﾞやまだ

　　５０９-７６０５・岐阜県恵那市山岡町原・やまおかちようはら

　　５０５-００００・岐阜県美濃加茂市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　５０５-００２９・岐阜県美濃加茂市あじさいヶ丘・あじさいがおか

　　５０５-０００８・岐阜県美濃加茂市伊深町・いぶかちよう

　　５０５-００４１・岐阜県美濃加茂市太田町・おおたちよう

　　５０５-００４２・岐阜県美濃加茂市太田本町・おおたほんまち

　　５０５-００３５・岐阜県美濃加茂市大手町・おおてまち

　　５０５-００４４・岐阜県美濃加茂市加茂川町・かもがわちよう

　　５０５-００５６・岐阜県美濃加茂市加茂野町市橋・かものちよういちはじ

　　５０５-００５５・岐阜県美濃加茂市加茂野町稲辺・かものちよういなべ

　　５０５-００５２・岐阜県美濃加茂市加茂野町今泉・かものちよういまいずみ

　　５０５-００５４・岐阜県美濃加茂市加茂野町加茂野・かものちようかもの

　　５０５-００５３・岐阜県美濃加茂市加茂野町木野・かものちようこの

　　５０５-００５１・岐阜県美濃加茂市加茂野町鷹之巣・かものちようたかのす

　　５０５-００２２・岐阜県美濃加茂市川合町・かわいちよう

　　５０５-００４５・岐阜県美濃加茂市草笛町・くさぶえちよう

　　５０５-００１０・岐阜県美濃加茂市健康のまち・けんこうのまち

　　５０５-００３４・岐阜県美濃加茂市古井町下古井・こびちようしもこび

　　５０５-００２５・岐阜県美濃加茂市島町・しまちよう

　　５０５-００２６・岐阜県美濃加茂市清水町・しみずちよう

　　５０５-００１５・岐阜県美濃加茂市下米田町今・しもよねだちよういま

　　５０５-００１７・岐阜県美濃加茂市下米田町小山・しもよねだちようこやま

　　５０５-００１９・岐阜県美濃加茂市下米田町為岡・しもよねだちようためおか

　　５０５-００１８・岐阜県美濃加茂市下米田町西脇・しもよねだちようにしわき

　　５０５-００１３・岐阜県美濃加茂市下米田町信友・しもよねだちようのぶとも

　　５０５-００１４・岐阜県美濃加茂市下米田町則光・しもよねだちようのりみつ

　　５０５-００１１・岐阜県美濃加茂市下米田町東栃井・しもよねだちようひがしとちい

　　５０５-００１２・岐阜県美濃加茂市下米田町山本・しもよねだちようやまもと

　　５０５-００３１・岐阜県美濃加茂市新池町・しんいけちよう

　　５０５-００３２・岐阜県美濃加茂市田島町・たじまちよう

　　５０５-００３８・岐阜県美濃加茂市中部台・ちゆうぶだい

　　５０５-００３３・岐阜県美濃加茂市中富町・なかとみちよう

　　５０５-００４６・岐阜県美濃加茂市西町・にしまち

　　５０５-００２３・岐阜県美濃加茂市野笹町・のざさちよう

　　５０５-００３９・岐阜県美濃加茂市蜂屋台・はちやだい

　　５０５-０００６・岐阜県美濃加茂市蜂屋町伊瀬・はちやちよういぜ

　　５０５-０００４・岐阜県美濃加茂市蜂屋町上蜂屋・はちやちようかみはちや

　　５０５-０００５・岐阜県美濃加茂市蜂屋町中蜂屋・はちやちようなかはちや

　　５０５-０００７・岐阜県美濃加茂市蜂屋町下蜂屋・はちやちようしもはちや

　　５０５-０００９・岐阜県美濃加茂市蜂屋町矢田・はちやちようやた

　　５０５-００４３・岐阜県美濃加茂市深田町・ふかたちよう

　　５０５-００２７・岐阜県美濃加茂市本郷町・ほんごうちよう

　　５０５-００３７・岐阜県美濃加茂市前平町・まえひらちよう

　　５０５-００１６・岐阜県美濃加茂市牧野・まきの

　　５０５-００２４・岐阜県美濃加茂市御門町・みかどちよう

　　５０５-０００２・岐阜県美濃加茂市三和町川浦・みわちようかわうら

　　５０５-０００１・岐阜県美濃加茂市三和町廿屋・みわちようつつﾞや

　　５０５-００２１・岐阜県美濃加茂市森山町・もりやまちよう

　　５０５-００２８・岐阜県美濃加茂市山崎町・やまざきちよう

　　５０５-００３６・岐阜県美濃加茂市山手町・やまてちよう

　　５０５-０００３・岐阜県美濃加茂市山之上町・やまのうえちよう

　　５０９-５１００・岐阜県土岐市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　５０９-５４０３・岐阜県土岐市旭ケ丘町・あさひがおかちよう

　　５０９-５１４４・岐阜県土岐市泉池ノ上町・いずみいけのうえちよう

　　５０９-５１４１・岐阜県土岐市泉岩畑町・いずみいわはﾞたちよう

　　５０９-５１０７・岐阜県土岐市泉梅ノ木町・いずみうめのきちよう

　　５０９-５１３６・岐阜県土岐市泉大島町・いずみおおしまちよう

　　５０９-５１５１・岐阜県土岐市泉大坪町・いずみおおつほﾞちよう

　　５０９-５１４５・岐阜県土岐市泉大沼町・いずみおおぬまちよう

　　５０９-５１７１・岐阜県土岐市泉北山町・いずみきたやまちよう

　　５０９-５１４７・岐阜県土岐市泉郷町・いずみごうまち



　　５０９-５１３４・岐阜県土岐市泉島田町・いずみしまだちよう

　　５０９-５１３３・岐阜県土岐市泉神栄町・いずみしんえいちよう

　　５０９-５１５２・岐阜県土岐市泉寺下町・いずみてらしたちよう

　　５０９-５１３１・岐阜県土岐市泉寺田町・いずみてらだちよう

　　５０９-５１０４・岐阜県土岐市泉中窯町・いずみなかがまちよう

　　５０９-５１０６・岐阜県土岐市泉仲森町・いずみなかもりちよう

　　５０９-５１０５・岐阜県土岐市泉西窯町・いずみにしがまちよう

　　５０９-５１５３・岐阜県土岐市泉西原町・いずみにしはらちよう

　　５０９-５１５４・岐阜県土岐市泉西山町・いずみにしやまちよう

　　５０９-５１０３・岐阜県土岐市泉東窯町・いずみひがしがまちよう

　　５０９-５１４６・岐阜県土岐市泉明治町・いずみめいじまち

　　５０９-５１３５・岐阜県土岐市泉森下町・いずみもりしたちよう

　　５０９-５１６１・岐阜県土岐市泉が丘町・いずみがおかちよう

　　５０９-５１３２・岐阜県土岐市泉町大富・いずみちようおおとみ

　　５０９-５１０１・岐阜県土岐市泉町河合・いずみちようかわい

　　５０９-５１４２・岐阜県土岐市泉町久尻・いずみちようくじり

　　５０９-５１０２・岐阜県土岐市泉町定林寺・いずみちようじようりんじ

　　５０９-５１４３・岐阜県土岐市泉日之出町・いずみひのでちよう

　　５０９-５２０１・岐阜県土岐市下石阿庄町・おろしあしようちよう

　　５０９-５２０３・岐阜県土岐市下石陶史台・おろしとうしだい

　　５０９-５２０２・岐阜県土岐市下石町・おろしちよう

　　５０９-５４０２・岐阜県土岐市曽木町・そぎちよう

　　５０９-５４０１・岐阜県土岐市駄知町・だちちよう

　　５０９-５３０２・岐阜県土岐市妻木平成町・つまぎへいせいちよう

　　５０９-５３０１・岐阜県土岐市妻木町・つまぎちよう

　　５０９-５３１２・岐阜県土岐市鶴里町柿野・つるさとちようかきの

　　５０９-５３１１・岐阜県土岐市鶴里町細野・つるさとちようほその

　　５０９-５１２７・岐阜県土岐市土岐ヶ丘・ときがおか

　　５０９-５１２４・岐阜県土岐市土岐口中町・ときぐちなかまち

　　５０９-５１２３・岐阜県土岐市土岐口南町・ときぐちみなみまち

　　５０９-５１２６・岐阜県土岐市土岐口北町・ときぐちきたまち

　　５０９-５１２１・岐阜県土岐市土岐津町高山・ときつちようたかやま

　　５０９-５１２２・岐阜県土岐市土岐津町土岐口・ときつちようときぐち

　　５０９-５１１７・岐阜県土岐市肥田浅野朝日町・ひだあさのあさひまち

　　５０９-５１１８・岐阜県土岐市肥田浅野梅ノ木町・ひだあさのうめのきちよう

　　５０９-５１１２・岐阜県土岐市肥田浅野笠神町・ひだあさのかさがみちよう

　　５０９-５１１１・岐阜県土岐市肥田浅野双葉町・ひだあさのふたはﾞちよう

　　５０９-５１１３・岐阜県土岐市肥田浅野元町・ひだあさのもとまち

　　５０９-５１１６・岐阜県土岐市肥田浅野矢落町・ひだあさのやおちちよう

　　５０９-５１１４・岐阜県土岐市肥田町浅野・ひだちようあさの

　　５０９-５４０３・岐阜県土岐市肥田町肥田（２８６～２８７)・ひだちようひだ

　　５０９-５１１５・岐阜県土岐市肥田町肥田（その他）・ひだちようひだ(そのた)

　　５０９-５１２５・岐阜県土岐市御幸町・みゆきちよう

　　５０４-００００・岐阜県各務原市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　５０９-０１１１・岐阜県各務原市鵜沼・うぬま

　　５０９-０１４５・岐阜県各務原市鵜沼朝日町・うぬまあさひまち

　　５０９-０１４４・岐阜県各務原市鵜沼大伊木町・うぬまおおいぎちよう

　　５０９-０１４１・岐阜県各務原市鵜沼各務原町・うぬまかかみがはらちよう

　　５０９-０１４７・岐阜県各務原市鵜沼川崎町・うぬまかわさきちよう

　　５０９-０１４３・岐阜県各務原市鵜沼小伊木町・うぬまこいぎちよう

　　５０９-０１１７・岐阜県各務原市鵜沼大安寺町・うぬまだいあんじちよう

　　５０９-０１３５・岐阜県各務原市鵜沼羽場町・うぬまははﾞちよう

　　５０９-０１２６・岐阜県各務原市鵜沼東町・うぬまひがしまち

　　５０９-０１３２・岐阜県各務原市鵜沼西町・うぬまにしまち

　　５０９-０１３３・岐阜県各務原市鵜沼古市場町・うぬまふるいちはﾞちよう

　　５０９-０１２３・岐阜県各務原市鵜沼宝積寺町・うぬまほうしやくじちよう

　　５０９-０１３４・岐阜県各務原市鵜沼真名越町・うぬままなごしちよう

　　５０９-０１４２・岐阜県各務原市鵜沼丸子町・うぬままるこちよう

　　５０９-０１４６・岐阜県各務原市鵜沼三ツ池町・うぬまみついけちよう

　　５０９-０１２５・岐阜県各務原市鵜沼南町・うぬまみなみまち

　　５０９-０１２４・岐阜県各務原市鵜沼山崎町・うぬまやまざきちよう

　　５０９-０１２１・岐阜県各務原市鵜沼台・うぬまだい

　　５０４-０９３１・岐阜県各務原市大佐野町・おおざのちよう

　　５０４-０９３４・岐阜県各務原市大野町・おおのちよう

　　５０４-０００４・岐阜県各務原市尾崎西町・おざきにしまち

　　５０４-０００３・岐阜県各務原市尾崎南町・おざきみなみまち

　　５０４-０００２・岐阜県各務原市尾崎北町・おざききたまち

　　５０９-０１０４・岐阜県各務原市各務おがせ町・かかみおがせちよう

　　５０９-０１０２・岐阜県各務原市各務車洞・かかみくるまほら

　　５０９-０１０３・岐阜県各務原市各務東町・かかみひがしまち



　　５０９-０１０６・岐阜県各務原市各務西町・かかみにしまち

　　５０９-０１０７・岐阜県各務原市各務船山町・かかみふなやまちよう

　　５０９-０１０５・岐阜県各務原市各務山の前町・かかみやまのまえちよう

　　５０４-０９３３・岐阜県各務原市神置町・かみおきちよう

　　５０４-０９２６・岐阜県各務原市上中屋町・かみなかやちよう

　　５０４-０９７１・岐阜県各務原市川崎町・かわさきちよう

　　５０１-６０２１・岐阜県各務原市川島笠田町・かわしまかさだまち

　　５０１-６０２９・岐阜県各務原市川島北山町・かわしまきたやままち

　　５０１-６０２３・岐阜県各務原市川島小網町・かわしまこあみまち

　　５０１-６０２５・岐阜県各務原市川島河田町・かわしまこうだまち

　　５０１-６０２４・岐阜県各務原市川島竹早町・かわしまたけはやまち

　　５０１-６０２２・岐阜県各務原市川島松倉町・かわしままつくらまち

　　５０１-６０２６・岐阜県各務原市川島松原町・かわしままつはﾞらまち

　　５０１-６０２７・岐阜県各務原市川島緑町・かわしまみどりまち

　　５０１-６０２８・岐阜県各務原市川島渡町・かわしまわたりまち

　　５０４-０９５７・岐阜県各務原市金属団地・きんぞくだんち

　　５０４-０９４２・岐阜県各務原市小佐野町・こざのちよう

　　５０９-０１２７・岐阜県各務原市桜木町・さくらぎちよう

　　５０４-０９２４・岐阜県各務原市下切町・しもぎりちよう

　　５０４-０９３２・岐阜県各務原市下中屋町・しもなかやちよう

　　５０４-０９２７・岐阜県各務原市上戸町・じようごちよう

　　５０９-０１２２・岐阜県各務原市新鵜沼台・しんうぬまだい

　　５０９-０１０１・岐阜県各務原市須衛・すえ

　　５０９-０１０８・岐阜県各務原市須衛町・すえちよう

　　５０４-０８４１・岐阜県各務原市蘇原赤羽根町・そはらあかはﾞねちよう

　　５０４-０８２４・岐阜県各務原市蘇原旭町・そはらあさひまち

　　５０４-０８０８・岐阜県各務原市蘇原飛鳥町・そはらあずかちよう

　　５０４-０８５１・岐阜県各務原市蘇原伊吹町・そはらいぶきちよう

　　５０４-０８４７・岐阜県各務原市蘇原大島町・そはらおおしまちよう

　　５０４-０８２５・岐阜県各務原市蘇原柿沢町・そはらかきざわちよう

　　５０４-０８２３・岐阜県各務原市蘇原菊園町・そはらきくぞのちよう

　　５０４-０８０１・岐阜県各務原市蘇原北山町・そはらきたやまちよう

　　５０４-０８４４・岐阜県各務原市蘇原吉新町・そはらきちしんちよう

　　５０４-０８２９・岐阜県各務原市蘇原希望町・そはらきほﾞうちよう

　　５０４-０８０７・岐阜県各務原市蘇原清住町・そはらきよずみちよう

　　５０４-０８５３・岐阜県各務原市蘇原熊田町・そはらくまたちよう

　　５０４-０８１４・岐阜県各務原市蘇原興亜町・そはらこうあまち

　　５０４-０８１２・岐阜県各務原市蘇原坂井町・そはらさかいちよう

　　５０４-０８２２・岐阜県各務原市蘇原栄町・そはらさかえまち

　　５０４-０８２６・岐阜県各務原市蘇原早苗町・そはらさなえちよう

　　５０４-０８４５・岐阜県各務原市蘇原申子町・そはらさるこちよう

　　５０４-０８２７・岐阜県各務原市蘇原沢上町・そはらさわがみちよう

　　５０４-０８５６・岐阜県各務原市蘇原島崎町・そはらしまさきちよう

　　５０４-０８０５・岐阜県各務原市蘇原昭栄町・そはらしようえいちよう

　　５０４-０８５５・岐阜県各務原市蘇原新栄町・そはらしんさかえまち

　　５０４-０８０４・岐阜県各務原市蘇原新生町・そはらしんせいちよう

　　５０４-０８２１・岐阜県各務原市蘇原瑞雲町・そはらずいうんちよう

　　５０４-０８４３・岐阜県各務原市蘇原青雲町・そはらせいうんちよう

　　５０４-０８１３・岐阜県各務原市蘇原中央町・そはらちゆうおうちよう

　　５０４-０９０３・岐阜県各務原市蘇原月丘町・そはらつきおかちよう

　　５０４-０８４２・岐阜県各務原市蘇原寺島町・そはらてらじまちよう

　　５０４-０８１５・岐阜県各務原市蘇原東栄町・そはらとうえいちよう

　　５０４-０８０３・岐阜県各務原市蘇原東門町・そはらとうもんちよう

　　５０４-０８０６・岐阜県各務原市蘇原外山町・そはらとやまちよう

　　５０４-０８５４・岐阜県各務原市蘇原野口町・そはらのぐちちよう

　　５０４-０８３２・岐阜県各務原市蘇原花園町・そはらはなぞのちよう

　　５０４-０８１６・岐阜県各務原市蘇原東島町・そはらひがしじまちよう

　　５０４-０８５２・岐阜県各務原市蘇原古市場町・そはらふるいちはﾞちよう

　　５０４-０８０９・岐阜県各務原市蘇原北陽町・そはらほくようちよう

　　５０４-０９０４・岐阜県各務原市蘇原三柿野町・そはらみかきのちよう

　　５０４-０８３１・岐阜県各務原市蘇原瑞穂町・そはらみずほちよう

　　５０４-０９０２・岐阜県各務原市蘇原緑町・そはらみどりまち

　　５０４-００１２・岐阜県各務原市蘇原宮代町・そはらみやだいちよう

　　５０４-００１３・岐阜県各務原市蘇原宮塚町・そはらみやつﾞかちよう

　　５０４-０８２８・岐阜県各務原市蘇原村雨町・そはらむらさめちよう

　　５０４-０８０２・岐阜県各務原市蘇原持田町・そはらもちだちよう

　　５０４-０８４６・岐阜県各務原市蘇原吉野町・そはらよしのちよう

　　５０４-０９０５・岐阜県各務原市蘇原六軒町・そはらろつけんちよう

　　５０４-０８１１・岐阜県各務原市蘇原和合町・そはらわごうちよう

　　５０９-０１３１・岐阜県各務原市つつじが丘・つつじがおか



　　５０９-０１０９・岐阜県各務原市テクノプラザ・てくのふﾟらざ

　　５０４-０９６２・岐阜県各務原市那加吾妻町・なかあつﾞまちよう

　　５０４-００３６・岐阜県各務原市那加荒田町・なかあらたちよう

　　５０４-０００７・岐阜県各務原市那加芦原町・なかあわらちよう

　　５０４-００４４・岐阜県各務原市那加石山町・なかいしやまちよう

　　５０４-００４７・岐阜県各務原市那加岩地町・なかいわちちよう

　　５０４-０８３７・岐阜県各務原市那加甥田町・なかおいだちよう

　　５０４-０００９・岐阜県各務原市那加扇平・なかおおぎひら

　　５０４-００３３・岐阜県各務原市那加大谷町・なかおおたにちよう

　　５０４-０００１・岐阜県各務原市那加大洞・なかおおほﾞら

　　５０４-０９０８・岐阜県各務原市那加織田町・なかおだちよう

　　５０４-００１６・岐阜県各務原市那加御屋敷町・なかおやしきちよう

　　５０４-００３１・岐阜県各務原市那加兼橋町・なかかねはしちよう

　　５０４-０９４３・岐阜県各務原市那加萱場町・なかかやはﾞちよう

　　５０４-０００５・岐阜県各務原市那加柄山町・なかからやまちよう

　　５０４-０９６３・岐阜県各務原市那加北栄町・なかきたさかえまち

　　５０４-００１１・岐阜県各務原市那加北洞町・なかきたほﾞらちよう

　　５０４-０００８・岐阜県各務原市那加桐野町・なかきりのちよう

　　５０４-０９０６・那加桐野外二ケ所大字入会地・ほかにかしよおおあざにゆうかいち

　　５０４-０９１６・岐阜県各務原市那加楠町・なかくすのきちよう

　　５０４-００３７・岐阜県各務原市那加五反田町・なかごたんだちよう

　　５０４-０００６・岐阜県各務原市那加琴が丘町・なかことがおかちよう

　　５０４-００２４・岐阜県各務原市那加幸町・なかさいわいちよう

　　５０４-０９５４・岐阜県各務原市那加栄町・なかさかえまち

　　５０４-０９１２・岐阜県各務原市那加桜町・なかさくらまち

　　５０４-０８３４・岐阜県各務原市那加昭南町・なかしようなんちよう

　　５０４-０９５８・岐阜県各務原市那加新加納町・なかしんかのうちよう

　　５０４-００４５・岐阜県各務原市那加新田町・なかしんでんちよう

　　５０４-０９６１・岐阜県各務原市那加新那加町・なかしんなかちよう

　　５０４-００３２・岐阜県各務原市那加神田町・なかじんでんちよう

　　５０４-０９０７・岐阜県各務原市那加住吉町・なかすみよしちよう

　　５０４-００２３・岐阜県各務原市那加太平町・なかたいへいちよう

　　５０４-０９１３・岐阜県各務原市那加大東町・なかだいとうちよう

　　５０４-００３８・岐阜県各務原市那加大門町・なかだいもんちよう

　　５０４-００４３・岐阜県各務原市那加手力町・なかてちﾞからちよう

　　５０４-００２２・岐阜県各務原市那加東亜町・なかとうあちよう

　　５０４-０９０１・岐阜県各務原市那加東新町・なかとうしんちよう

　　５０４-００４１・岐阜県各務原市那加土山町・なかどやまちよう

　　５０４-００４６・岐阜県各務原市那加長塚町・なかながつかちよう

　　５０４-００１８・岐阜県各務原市那加西市場町・なかにしいちはﾞちよう

　　５０４-０９５９・岐阜県各務原市那加西浦町・なかにしうらちよう

　　５０４-０９５２・岐阜県各務原市那加西那加町・なかにしなかちよう

　　５０４-０９６８・岐阜県各務原市那加西野町・なかにしのまち

　　５０４-０９４５・岐阜県各務原市那加日新町・なかにつしんちよう

　　５０４-００２５・岐阜県各務原市那加野畑町・なかのはﾞたちよう

　　５０４-０９０９・岐阜県各務原市那加信長町・なかのぶながちよう

　　５０４-０８３９・岐阜県各務原市那加巾下町・なかははﾞしたちよう

　　５０４-００３４・岐阜県各務原市那加浜見町・なかはまみちよう

　　５０４-０９５３・岐阜県各務原市那加東那加町・なかひがしなかちよう

　　５０４-００１５・岐阜県各務原市那加東野町・なかひがしのちよう

　　５０４-０９６５・岐阜県各務原市那加日之出町・なかひのでちよう

　　５０４-０８３６・岐阜県各務原市那加雲雀町・なかひはﾞりちよう

　　５０４-０９５１・岐阜県各務原市那加日吉町・なかひよしちよう

　　５０４-０８３８・岐阜県各務原市那加不動丘・なかふどうがおか

　　５０４-０９６６・岐阜県各務原市那加本町・なかほんまち

　　５０４-００２６・岐阜県各務原市那加前野町・なかまえのちよう

　　５０４-００２１・岐阜県各務原市那加前洞新町・なかまえほﾞらしんまち

　　５０４-０９４４・岐阜県各務原市那加緑町・なかみどりまち

　　５０４-０９５５・岐阜県各務原市那加南栄町・なかみなみさかえまち

　　５０４-００３５・岐阜県各務原市那加宮浦町・なかみやうらちよう

　　５０４-０９６４・岐阜県各務原市那加元町・なかもとまち

　　５０４-０９１１・岐阜県各務原市那加門前町・なかもんぜんちよう

　　５０４-００４２・岐阜県各務原市那加山後町・なかやまうしろちよう

　　５０４-００１４・岐阜県各務原市那加山崎町・なかやまざきちよう

　　５０４-００１７・岐阜県各務原市那加山下町・なかやましたちよう

　　５０４-０８３５・岐阜県各務原市那加雄飛ケ丘町・なかゆうひがおかちよう

　　５０４-０９６７・岐阜県各務原市那加楽天地町・なからくてんちちよう

　　５０４-０９３５・岐阜県各務原市成清町・なるきよちよう

　　５０４-０８３３・岐阜県各務原市入会町・にゆうかいちよう

　　５０４-０８６１・岐阜県各務原市東山・ひがしやま



　　５０４-０９２２・岐阜県各務原市前渡東町・まえどひがしまち

　　５０４-０９２３・岐阜県各務原市前渡西町・まえどにしまち

　　５０４-０９２１・岐阜県各務原市前渡北町・まえどきたまち

　　５０９-０１３６・岐阜県各務原市松が丘・まつがおか

　　５０４-０９２５・岐阜県各務原市松本町・まつもとちよう

　　５０４-０９５６・岐阜県各務原市三井北町・みいきたまち

　　５０４-０９４１・岐阜県各務原市三井町・みいちよう

　　５０４-０９１４・岐阜県各務原市三井東町・みいひがしまち

　　５０４-０９１５・岐阜県各務原市三井山町・みいやまちよう

　　５０４-０９２８・岐阜県各務原市山脇町・やまわきちよう

　　５０９-０１１４・岐阜県各務原市緑苑中・りよくえんなか

　　５０９-０１１３・岐阜県各務原市緑苑東・りよくえんひがじ

　　５０９-０１１６・岐阜県各務原市緑苑西・りよくえんにじ

　　５０９-０１１５・岐阜県各務原市緑苑南・りよくえんみなみ

　　５０９-０１１２・岐阜県各務原市緑苑北・りよくえんきた

　　５０９-０２００・岐阜県可児市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　５０９-０２５９・岐阜県可児市愛岐ケ丘・あいぎがおか

　　５０９-０２１５・岐阜県可児市石井・いしい

　　５０９-０２１６・岐阜県可児市石森・いしもり

　　５０９-０２４６・岐阜県可児市今・いま

　　５０９-０２０７・岐阜県可児市今渡・いまわたり

　　５０９-０２３８・岐阜県可児市大森・おおもり

　　５０９-０２３９・岐阜県可児市大森台・おおもりだい

　　５０９-０２３３・岐阜県可児市柿下・かきした

　　５０９-０２１２・岐阜県可児市柿田・かきだ

　　５０９-０２６６・岐阜県可児市帷子新町・かたびらしんまち

　　５０９-０２３７・岐阜県可児市桂ケ丘・かつらがおか

　　５０５-０１３０・岐阜県可児市兼山・かねやま

　　５０９-０２０１・岐阜県可児市川合・かわい

　　５０９-０２０８・岐阜県可児市川合北・かわいきた

　　５０９-０２２４・岐阜県可児市久々利・くくり

　　５０９-０２３４・岐阜県可児市久々利柿下入会・くくりかきしたにゆうかい

　　５０９-０２５５・岐阜県可児市光陽台・こうようだい

　　５０９-０２４１・岐阜県可児市坂戸・さかど

　　５０９-０２３５・岐阜県可児市桜ケ丘・さくらがおか

　　５０９-０２３６・岐阜県可児市皐ケ丘・さつきがおか

　　５０９-０２５１・岐阜県可児市塩・しお

　　５０９-０２４８・岐阜県可児市清水ケ丘・しみずがおか

　　５０９-０２０３・岐阜県可児市下恵土・しもえど

　　５０９-０２４５・岐阜県可児市下切・しもぎり

　　５０９-０２４７・岐阜県可児市塩河・しゆうが

　　５０９-０２６２・岐阜県可児市菅刈・すげかり

　　５０９-０２１３・岐阜県可児市瀬田・せた

　　５０９-０２０４・岐阜県可児市禅台寺・ぜんだいじ

　　５０９-０２０５・岐阜県可児市徳野南・とくのみなみ

　　５０９-０２０６・岐阜県可児市土田・どた

　　５０９-０２０２・岐阜県可児市中恵土・なかえど

　　５０９-０２５７・岐阜県可児市長坂・ながさか

　　５０９-０２５４・岐阜県可児市長洞・ながほら

　　５０９-０２６５・岐阜県可児市西帷子・にしかたびら

　　５０９-０２６１・岐阜県可児市虹ケ丘・にじがおか

　　５０９-０２３２・岐阜県可児市二野・にの

　　５０９-０２２２・岐阜県可児市羽崎・はざき

　　５０９-０２６４・岐阜県可児市鳩吹台・はとふきだい

　　５０９-０２２３・岐阜県可児市羽生ケ丘・はにゆうがおか

　　５０９-０２５６・岐阜県可児市東帷子・ひがしかたびら

　　５０９-０２４９・岐阜県可児市姫ケ丘・ひめがおか

　　５０９-０２１７・岐阜県可児市平貝戸・ひらがいと

　　５０９-０２１４・岐阜県可児市広見・ひろみ

　　５０９-０２２１・岐阜県可児市広眺ケ丘・ひろみがおか

　　５０９-０２１１・岐阜県可児市渕之上・ふちのうえ

　　５０９-０２３０・岐阜県可児市星見台・ほしみだい

　　５０９-０２１８・岐阜県可児市松伏・まつぶせ

　　５０９-０２５０・岐阜県可児市美里ケ丘・みさとがおか

　　５０９-０２４０・岐阜県可児市みずきケ丘・みずきがおか

　　５０９-０２６３・岐阜県可児市緑・みどり

　　５０９-０２３１・岐阜県可児市緑ケ丘・みどりがおか

　　５０９-０２５３・岐阜県可児市室原・むろはら

　　５０９-０２５２・岐阜県可児市矢戸・やと

　　５０９-０２４２・岐阜県可児市谷迫間・やはﾞさま



　　５０９-０２５８・岐阜県可児市若葉台・わかはﾞだい

　　５０１-２１００・岐阜県山県市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　５０１-２２５２・岐阜県山県市相戸・あいど

　　５０１-２２５６・岐阜県山県市青波・あおなみ

　　５０１-２１１１・岐阜県山県市赤尾・あかお

　　５０１-２１０２・岐阜県山県市伊佐美・いさみ

　　５０１-２２５９・岐阜県山県市岩佐・いわさ

　　５０１-２１１５・岐阜県山県市梅原・うめはら

　　５０１-２３０２・岐阜県山県市円原・えんはﾞら

　　５０１-２１０１・岐阜県山県市大桑・おおが

　　５０１-２１２３・岐阜県山県市大森・おおもり

　　５０１-２２５１・岐阜県山県市柿野・かきの

　　５０１-２１３２・岐阜県山県市掛・かけ

　　５０１-２３０３・岐阜県山県市片原・かたはら

　　５０１-２３０１・岐阜県山県市神崎・かんざき

　　５０１-２３３１・岐阜県山県市葛原・くずはら

　　５０１-２１２４・岐阜県山県市小倉・こぐら

　　５０１-２１１４・岐阜県山県市佐賀・さが

　　５０１-２３１４・岐阜県山県市笹賀・ささが

　　５０１-２３１２・岐阜県山県市佐野・さの

　　５０１-２１０３・岐阜県山県市椎倉・しぐら

　　５０１-２１３３・岐阜県山県市上願・じようがん

　　５０１-２１２１・岐阜県山県市大門・だいもん

　　５０１-２１１３・岐阜県山県市高木・たかき

　　５０１-２１０５・岐阜県山県市高富・たかとみ

　　５０１-２３１５・岐阜県山県市田栗・たぐり

　　５０１-２３２１・岐阜県山県市谷合・たにあい

　　５０１-２３１１・岐阜県山県市椿・つはﾞき

　　５０１-２２５４・岐阜県山県市出戸・でと

　　５０１-２３１３・岐阜県山県市徳永・とくなが

　　５０１-２２５７・岐阜県山県市富永・とみなが

　　５０１-２１３５・岐阜県山県市長滝・ながたき

　　５０１-２２５８・岐阜県山県市中洞・なかほら

　　５０１-２１１２・岐阜県山県市西深瀬・にしふかせ

　　５０１-２１０４・岐阜県山県市東深瀬・ひがしふかせ

　　５０１-２２５３・岐阜県山県市日永・ひなが

　　５０１-２１３１・岐阜県山県市平井・ひらい

　　５０１-２１２２・岐阜県山県市藤倉・ふじくら

　　５０１-２２５５・岐阜県山県市船越・ふなこじ

　　５０１-２１２５・岐阜県山県市洞田・ほらだ

　　５０１-２１３４・岐阜県山県市松尾・まつお

　　５０１-０２００・岐阜県瑞穂市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　５０１-０３０２・岐阜県瑞穂市居倉・いくら

　　５０１-０２２４・岐阜県瑞穂市稲里・いなさと

　　５０１-０２３４・岐阜県瑞穂市牛牧・うしき

　　５０１-０３０６・岐阜県瑞穂市大月・おおつき

　　５０１-０３０７・岐阜県瑞穂市唐栗・からくり

　　５０１-０２３７・岐阜県瑞穂市犀川・さいかわ

　　５０１-０３１１・岐阜県瑞穂市重里・しげさと

　　５０１-０３１３・岐阜県瑞穂市十七条・じゆうしちじよう

　　５０１-０３１４・岐阜県瑞穂市十八条・じゆうはちじよう

　　５０１-０２３５・岐阜県瑞穂市十九条・じゆうくじよう

　　５０１-０２２５・岐阜県瑞穂市祖父江・そぶえ

　　５０１-０２２１・岐阜県瑞穂市只越・ただこじ

　　５０１-０３０４・岐阜県瑞穂市田之上・たのかみ

　　５０１-０３２３・岐阜県瑞穂市中宮・なかみや

　　５０１-０３０１・岐阜県瑞穂市七崎・ななさき

　　５０１-０２１１・岐阜県瑞穂市生津・なまつﾞ

　　５０１-０２１４・岐阜県瑞穂市生津外宮東町・なまつﾞげぐうひがしまち

　　５０１-０２１７・岐阜県瑞穂市生津外宮前町・なまつﾞげぐうまえまち

　　５０１-０２１２・岐阜県瑞穂市生津滝坪町・なまつﾞたきつほﾞまち

　　５０１-０２１５・岐阜県瑞穂市生津天王東町・なまつﾞてんのうひがしまち

　　５０１-０２１６・岐阜県瑞穂市生津天王町・なまつﾞてんのうまち

　　５０１-０２１３・岐阜県瑞穂市生津内宮町・なまつﾞないぐうまち

　　５０１-０２３２・岐阜県瑞穂市野田新田・のだしんでん

　　５０１-０２３１・岐阜県瑞穂市野白新田・のはﾞくしんでん

　　５０１-０２０１・岐阜県瑞穂市馬場・はﾞはﾞ

　　５０１-０２０６・岐阜県瑞穂市馬場北町・はﾞはﾞきたまち

　　５０１-０２０５・岐阜県瑞穂市馬場小城町・はﾞはﾞこしろまち

　　５０１-０２０３・岐阜県瑞穂市馬場上光町・はﾞはﾞじようこうまち



　　５０１-０２０４・岐阜県瑞穂市馬場春雨町・はﾞはﾞはるさめまち

　　５０１-０２０２・岐阜県瑞穂市馬場前畑町・はﾞはﾞまえはたまち

　　５０１-０３２２・岐阜県瑞穂市古橋・ふるはじ

　　５０１-０２２２・岐阜県瑞穂市別府・べつふﾟ

　　５０１-０２３３・岐阜県瑞穂市宝江・ほうえ

　　５０１-０２２３・岐阜県瑞穂市穂積・ほつﾞみ

　　５０１-０２３６・岐阜県瑞穂市本田・ほんでん

　　５０１-０３１２・岐阜県瑞穂市美江寺・みえじ

　　５０１-０３０５・岐阜県瑞穂市宮田・みやでん

　　５０１-０３０３・岐阜県瑞穂市森・もり

　　５０１-０３２１・岐阜県瑞穂市横屋・よこや

　　５０１-０３２４・岐阜県瑞穂市呂久・ろく

　　５０６-１１００・岐阜県飛騨市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　５０６-１１２１・岐阜県飛騨市神岡町旭ケ丘・かみおかちようあさひがおか

　　５０６-１１４７・岐阜県飛騨市神岡町東雲・かみおかちようあずも

　　５０６-１１４９・岐阜県飛騨市神岡町阿曽保・かみおかちようあそほﾞ

　　５０６-１１３１・岐阜県飛騨市神岡町麻生野・かみおかちようあそや

　　５０６-１１６２・岐阜県飛騨市神岡町朝浦・かみおかちようあそら

　　５０６-１２１２・岐阜県飛騨市神岡町跡津川・かみおかちようあとつがわ

　　５０６-１１３２・岐阜県飛騨市神岡町石神・かみおかちよういしがみ

　　５０６-１１０６・岐阜県飛騨市神岡町伊西・かみおかちよういにじ

　　５０６-１１０３・岐阜県飛騨市神岡町岩井谷・かみおかちよういわいだに

　　５０６-１１０２・岐阜県飛騨市神岡町打保・かみおかちよううつほﾞ

　　５０６-１１２５・岐阜県飛騨市神岡町江馬町・かみおかちようえまちよう

　　５０６-１１５８・岐阜県飛騨市神岡町柏原・かみおかちようかしはら

　　５０６-１１４５・岐阜県飛騨市神岡町釜崎・かみおかちようかまさき

　　５０６-１１４３・岐阜県飛騨市神岡町小萱・かみおかちようこかや

　　５０６-１１２２・岐阜県飛騨市神岡町坂富町・かみおかちようさかとみちよう

　　５０６-１１２６・岐阜県飛騨市神岡町桜ケ丘・かみおかちようさくらがおか

　　５０６-１２１１・岐阜県飛騨市神岡町佐古・かみおかちようさこ

　　５０６-１１１４・岐阜県飛騨市神岡町鹿間・かみおかちようしかま

　　５０６-１１０７・岐阜県飛騨市神岡町下之本・かみおかちようしものもと

　　５０６-１１２３・岐阜県飛騨市神岡町城ケ丘・かみおかちようしろがおか

　　５０６-１２０４・岐阜県飛騨市神岡町杉山・かみおかちようすぎやま

　　５０６-１１３３・岐阜県飛騨市神岡町数河・かみおかちようすごう

　　５０６-１１５７・岐阜県飛騨市神岡町巣山・かみおかちようすやま

　　５０６-１１０８・岐阜県飛騨市神岡町瀬戸・かみおかちようせと

　　５０６-１１４８・岐阜県飛騨市神岡町館野町・かみおかちようたてのちよう

　　５０６-１２０１・岐阜県飛騨市神岡町谷・かみおかちようたに

　　５０６-１１５２・岐阜県飛騨市神岡町寺林・かみおかちようてらはﾞやじ

　　５０６-１２１３・岐阜県飛騨市神岡町土・かみおかちようど

　　５０６-１１２１・岐阜県飛騨市神岡町殿・かみおかちようとの

　　５０６-１２０２・岐阜県飛騨市神岡町中山・かみおかちようなかやま

　　５０６-１１５１・岐阜県飛騨市神岡町梨ケ根・かみおかちようなしがね

　　５０６-１１５５・岐阜県飛騨市神岡町西・かみおかちようにじ

　　５０６-１２１５・岐阜県飛騨市神岡町西漆山・かみおかちようにしうるしやま

　　５０６-１２０６・岐阜県飛騨市神岡町西茂住・かみおかちようにしもずみ

　　５０６-１１４１・岐阜県飛騨市神岡町野首・かみおかちようのくび

　　５０６-１２１６・岐阜県飛騨市神岡町東漆山・かみおかちようひがしうるしやま

　　５０６-１１１１・岐阜県飛騨市神岡町東町・かみおかちようひがしまち

　　５０６-１２０５・岐阜県飛騨市神岡町東茂住・かみおかちようひがしもずみ

　　５０６-１１５４・岐阜県飛騨市神岡町伏方・かみおかちようふせがた

　　５０６-１２１７・岐阜県飛騨市神岡町二ツ屋・かみおかちようふたつや

　　５０６-１１６１・岐阜県飛騨市神岡町船津・かみおかちようふなつ

　　５０６-１１５３・岐阜県飛騨市神岡町堀之内・かみおかちようほりのうち

　　５０６-１２１４・岐阜県飛騨市神岡町牧・かみおかちようまき

　　５０６-１１６１・岐阜県飛騨市神岡町牧ケ平・かみおかちようまきがひら

　　５０６-１１４２・岐阜県飛騨市神岡町丸山・かみおかちようまるやま

　　５０６-１１４６・岐阜県飛騨市神岡町緑ケ丘・かみおかちようみどりがおか

　　５０６-１１０４・岐阜県飛騨市神岡町森茂・かみおかちようもりも

　　５０６-１１５６・岐阜県飛騨市神岡町山田・かみおかちようやまだ

　　５０６-１１２４・岐阜県飛騨市神岡町夕陽ケ丘・かみおかちようゆうひがおか

　　５０６-１２０３・岐阜県飛騨市神岡町横山・かみおかちようよこやま

　　５０６-１１１３・岐阜県飛騨市神岡町吉ケ原・かみおかちようよしがはら

　　５０６-１１４４・岐阜県飛騨市神岡町吉田・かみおかちようよしだ

　　５０６-１１１１・岐阜県飛騨市神岡町六郎・かみおかちようろくろう

　　５０６-１１０１・岐阜県飛騨市神岡町和佐府・かみおかちようわさふ

　　５０６-１１０５・岐阜県飛騨市神岡町和佐保・かみおかちようわさほﾞ

　　５０６-１１１２・岐阜県飛騨市神岡町割石・かみおかちようわりいじ

　　５０９-４３１５・岐阜県飛騨市河合町天生・かわいちようあもう



　　５０９-４３１２・岐阜県飛騨市河合町稲越・かわいちよういなごえ

　　５０９-４３０３・岐阜県飛騨市河合町有家・かわいちよううけ

　　５０９-４３１１・岐阜県飛騨市河合町大谷・かわいちようおおたに

　　５０９-４３１６・岐阜県飛騨市河合町元田・かわいちようげんだ

　　５０９-４３０２・岐阜県飛騨市河合町小無雁・かわいちようこむかり

　　５０９-４３１７・岐阜県飛騨市河合町上ケ島・かわいちようじようがしま

　　５０９-４３１８・岐阜県飛騨市河合町新名・かわいちようしんみよう

　　５０９-４３１４・岐阜県飛騨市河合町月ケ瀬・かわいちようつきがせ

　　５０９-４３０１・岐阜県飛騨市河合町角川・かわいちようつのがわ

　　５０９-４３０６・岐阜県飛騨市河合町中沢上・かわいちようなかぞうれ

　　５０９-４３０４・岐阜県飛騨市河合町羽根・かわいちようはね

　　５０６-０２７１・岐阜県飛騨市河合町舟原・かわいちようふなはﾞら

　　５０９-４３１３・岐阜県飛騨市河合町保・かわいちようほ

　　５０９-４３０５・岐阜県飛騨市河合町保木林・かわいちようほきはﾞやじ

　　５０９-４２５２・岐阜県飛騨市古川町朝開町・ふるかわちようあさびらきまち

　　５０９-４２３４・岐阜県飛騨市古川町壱之町・ふるかわちよういちのまち

　　５０９-４２６５・岐阜県飛騨市古川町畦畑・ふるかわちよううねはた

　　５０９-４２５５・岐阜県飛騨市古川町大野町・ふるかわちようおおのちよう

　　５０９-４２２２・岐阜県飛騨市古川町片原町・ふるかわちようかたはらちよう

　　５０９-４２２５・岐阜県飛騨市古川町金森町・ふるかわちようかなもりちよう

　　５０９-４２１２・岐阜県飛騨市古川町上気多・ふるかわちようかみきた

　　５０９-４２６３・岐阜県飛騨市古川町上野・ふるかわちようかみの

　　５０９-４２５４・岐阜県飛騨市古川町上町・ふるかわちようかんまち

　　５０９-４２４３・岐阜県飛騨市古川町貴船町・ふるかわちようきふねちよう

　　５０９-４２７５・岐阜県飛騨市古川町黒内・ふるかわちようくろうち

　　５０９-４２０３・岐阜県飛騨市古川町袈裟丸・ふるかわちようけさまる

　　５０９-４２４５・岐阜県飛騨市古川町幸栄町・ふるかわちようこうえいちよう

　　５０９-４２４４・岐阜県飛騨市古川町是重・ふるかわちようこれしげ

　　５０９-４２３７・岐阜県飛騨市古川町栄・ふるかわちようさかえ

　　５０９-４２７４・岐阜県飛騨市古川町笹ケ洞・ふるかわちようささがほら

　　５０９-４２３６・岐阜県飛騨市古川町三之町・ふるかわちようさんのまち

　　５０９-４２１３・岐阜県飛騨市古川町下気多・ふるかわちようしもきた

　　５０９-４２６１・岐阜県飛騨市古川町下野・ふるかわちようしもの

　　５０９-４２３１・岐阜県飛騨市古川町新栄町・ふるかわちようしんさかえまち

　　５０９-４２０５・岐阜県飛騨市古川町末真・ふるかわちようすえざね

　　５０９-４２３３・岐阜県飛騨市古川町末広町・ふるかわちようすえひろちよう

　　５０９-４２１５・岐阜県飛騨市古川町杉崎・ふるかわちようすぎさき

　　５０９-４２０１・岐阜県飛騨市古川町数河・ふるかわちようすごう

　　５０９-４２１１・岐阜県飛騨市古川町太江・ふるかわちようたいえ

　　５０９-４２５６・岐阜県飛騨市古川町高野・ふるかわちようたかの

　　５０９-４２７１・岐阜県飛騨市古川町谷・ふるかわちようたに

　　５０９-４２７３・岐阜県飛騨市古川町寺地・ふるかわちようてらじ

　　５０９-４２０２・岐阜県飛騨市古川町戸市・ふるかわちようといち

　　５０９-４２２４・岐阜県飛騨市古川町殿町・ふるかわちようとのまち

　　５０９-４２６２・岐阜県飛騨市古川町中野・ふるかわちようなかの

　　５０９-４２５３・岐阜県飛騨市古川町南成町・ふるかわちようなんせいちよう

　　５０９-４２３５・岐阜県飛騨市古川町弐之町・ふるかわちようにのまち

　　５０９-４２１４・岐阜県飛騨市古川町沼町・ふるかわちようぬままち

　　５０９-４２０４・岐阜県飛騨市古川町野口・ふるかわちようのぐち

　　５０９-４２７２・岐阜県飛騨市古川町信包・ふるかわちようのぶか

　　５０９-４２２３・岐阜県飛騨市古川町東町・ふるかわちようひがしまち

　　５０９-４２６４・岐阜県飛騨市古川町平岩・ふるかわちようひらいわ

　　５０９-４２３２・岐阜県飛騨市古川町本町・ふるかわちようほんまち

　　５０９-４２４２・岐阜県飛騨市古川町増島町・ふるかわちようますしまちよう

　　５０９-４２５１・岐阜県飛騨市古川町宮城町・ふるかわちようみやぎちよう

　　５０９-４２４１・岐阜県飛騨市古川町向町・ふるかわちようむかいまち

　　５０９-４２２１・岐阜県飛騨市古川町若宮・ふるかわちようわかみや

　　５０９-４５４１・岐阜県飛騨市宮川町小豆沢・みやがわちようあずきざわ

　　５０９-４５３１・岐阜県飛騨市宮川町鮎飛・みやがわちようあゆとび

　　５０９-４５４５・岐阜県飛騨市宮川町打保・みやがわちよううつほﾞ

　　５０９-４４１４・岐阜県飛騨市宮川町大無雁・みやがわちようおおむかり

　　５０９-４４１５・岐阜県飛騨市宮川町落合・みやがわちようおちあい

　　５０９-４４１２・岐阜県飛騨市宮川町岸奥・みやがわちようきしおく

　　５０９-４５４３・岐阜県飛騨市宮川町桑野・みやがわちようくわの

　　５０９-４４１３・岐阜県飛騨市宮川町小谷・みやがわちようこだに

　　５０９-４４０３・岐阜県飛騨市宮川町三川原・みやがわちようさんがわら

　　５０９-４５３３・岐阜県飛騨市宮川町塩屋・みやがわちようしおや

　　５０９-４４０１・岐阜県飛騨市宮川町菅沼・みやがわちようすがぬま

　　５０９-４５４２・岐阜県飛騨市宮川町杉原・みやがわちようすぎはら

　　５０９-４４０４・岐阜県飛騨市宮川町巣之内・みやがわちようすのうち



　　５０９-４５３１・岐阜県飛騨市宮川町巣納谷・みやがわちようすのだに

　　５０９-４４２１・岐阜県飛騨市宮川町高牧・みやがわちようたかまき

　　５０９-４４０２・岐阜県飛騨市宮川町種蔵・みやがわちようたねくら

　　５０９-４５４４・岐阜県飛騨市宮川町戸谷・みやがわちようとだに

　　５０９-４５３４・岐阜県飛騨市宮川町中沢上・みやがわちようなかぞれ

　　５０９-４４２２・岐阜県飛騨市宮川町西忍・みやがわちようにししのび

　　５０９-４５３５・岐阜県飛騨市宮川町祢宜ケ沢上・みやがわちようねがそれ

　　５０９-４４１１・岐阜県飛騨市宮川町野首・みやがわちようのくび

　　５０９-４４２３・岐阜県飛騨市宮川町林・みやがわちようはやじ

　　５０９-４５３２・岐阜県飛騨市宮川町洞・みやがわちようほら

　　５０９-４４０６・岐阜県飛騨市宮川町牧戸・みやがわちようまきど

　　５０９-４４０５・岐阜県飛騨市宮川町丸山・みやがわちようまるやま

　　５０９-４４２４・岐阜県飛騨市宮川町森安・みやがわちようもりやす

　　５０１-０４００・岐阜県本巣市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　５０１-０４７５・岐阜県本巣市浅木・あさぎ

　　５０１-０４１５・岐阜県本巣市有里・ありさと

　　５０１-０４１０・岐阜県本巣市石神・いしがみ

　　５０１-０４０５・岐阜県本巣市石原・いしはら

　　５０１-０４７６・岐阜県本巣市海老・かいろう

　　５０１-０４１４・岐阜県本巣市数屋・かずや

　　５０１-０４１１・岐阜県本巣市上高屋・かみたかや

　　５０１-０４０１・岐阜県本巣市上保・かみのほ

　　５０１-０４６１・岐阜県本巣市上真桑・かみまくわ

　　５０１-０４６５・岐阜県本巣市軽海・かるみ

　　５０１-０４０３・岐阜県本巣市北野・きたの

　　５０１-１２３２・岐阜県本巣市金原・きんはﾞら

　　５０１-０４０２・岐阜県本巣市郡府・ぐんぶ

　　５０１-１２３５・岐阜県本巣市神海・こうみ

　　５０１-０４６３・岐阜県本巣市小柿・こがき

　　５０１-０４７４・岐阜県本巣市国領・こくりよう

　　５０１-１２３４・岐阜県本巣市木知原・こちほﾞら

　　５０１-１２３６・岐阜県本巣市佐原・さわら

　　５０１-０４１８・岐阜県本巣市七五三・しめ

　　５０１-０４７２・岐阜県本巣市下福島・しもふくじま

　　５０１-０４６６・岐阜県本巣市下真桑・しもまくわ

　　５０１-０４６４・岐阜県本巣市十四条・じゆうしじよう

　　５０１-０４１６・岐阜県本巣市随原・ずいはら

　　５０１-１２０５・岐阜県本巣市曽井中島・そいなかじま

　　５０１-０４６２・岐阜県本巣市宗慶・そうけい

　　５０１-１２３３・岐阜県本巣市外山・とやま

　　５０１-０４１２・岐阜県本巣市長屋・ながや

　　５０１-１２３６・岐阜県本巣市鍋原・なべら

　　５０１-０４７３・岐阜県本巣市温井・ぬくい

　　５０１-１５２４・岐阜県本巣市根尾板所・ねおいたしよ

　　５０１-１５２１・岐阜県本巣市根尾市場・ねおいちはﾞ

　　５０１-１５２５・岐阜県本巣市根尾今村・ねおいまむら

　　５０１-１５２７・岐阜県本巣市根尾宇津志・ねおうつじ

　　５０１-１５３５・岐阜県本巣市根尾大井・ねおおおい

　　５０１-１５０７・岐阜県本巣市根尾大河原・ねおおおかわら

　　５０１-１５１４・岐阜県本巣市根尾奥谷・ねおおくだに

　　５０１-１５１８・岐阜県本巣市根尾小鹿・ねおおじか

　　５０１-１５３２・岐阜県本巣市根尾越卒・ねおおつそ

　　５０１-１５０１・岐阜県本巣市根尾越波・ねおおつはﾟ

　　５０１-１５３１・岐阜県本巣市根尾門脇・ねおかどわき

　　５０１-１５１１・岐阜県本巣市根尾上大須・ねおかみおおす

　　５０１-１５２３・岐阜県本巣市根尾川原・ねおかわら

　　５０１-１５１５・岐阜県本巣市根尾口谷・ねおくちだに

　　５０１-１５０２・岐阜県本巣市根尾黒津・ねおくろつﾞ

　　５０１-１５３４・岐阜県本巣市根尾神所・ねおこうどころ

　　５０１-１５１２・岐阜県本巣市根尾下大須・ねおしもおおす

　　５０１-１５２８・岐阜県本巣市根尾高尾・ねおたかお

　　５０１-１５２２・岐阜県本巣市根尾樽見・ねおたるみ

　　５０１-１５０４・岐阜県本巣市根尾天神堂・ねおてんじんどう

　　５０１-１５３３・岐阜県本巣市根尾中・ねおなか

　　５０１-１５０５・岐阜県本巣市根尾長島・ねおながしま

　　５０１-１５０３・岐阜県本巣市根尾長嶺・ねおながみね

　　５０１-１５１７・岐阜県本巣市根尾西板屋・ねおにしいたや

　　５０１-１５０６・岐阜県本巣市根尾能郷・ねおのうごう

　　５０１-１５１６・岐阜県本巣市根尾東板屋・ねおひがしいたや

　　５０１-１５２６・岐阜県本巣市根尾平野・ねおひらの



　　５０１-１５１３・岐阜県本巣市根尾松田・ねおまつだ

　　５０１-１５２９・岐阜県本巣市根尾水鳥・ねおみどり

　　５０１-１５３６・岐阜県本巣市根尾八谷・ねおやたに

　　５０１-０４１９・岐阜県本巣市早野・はやの

　　５０１-０４０４・岐阜県本巣市春近・はるちか

　　５０１-１２３１・岐阜県本巣市日当・ひなた

　　５０１-０４０７・岐阜県本巣市仏生寺・ぶつしようじ

　　５０１-１２０３・岐阜県本巣市宝珠ハイツ・ほうじゆはいつ

　　５０１-１２０２・岐阜県本巣市法林寺・ほうりんじ

　　５０１-０４７１・岐阜県本巣市政田・まさだ

　　５０１-０４０６・岐阜県本巣市三橋・みつはじ

　　５０１-０４１３・岐阜県本巣市見延・みのべ

　　５０１-１２０３・岐阜県本巣市文殊・もんじゆ

　　５０１-０４１７・岐阜県本巣市屋井・やい

　　５０１-１２０１・岐阜県本巣市山口・やまぐち

　　５０１-４２００・岐阜県郡上市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　５０１-５１１１・岐阜県郡上市白鳥町阿多岐・しろとりちようあたぎ

　　５０１-５２３１・岐阜県郡上市白鳥町石徹白・しろとりちよういとしろ

　　５０１-５１２４・岐阜県郡上市白鳥町大島・しろとりちようおおしま

　　５０１-５１１５・岐阜県郡上市白鳥町恩地・しろとりちようおんじ

　　５０１-５１２５・岐阜県郡上市白鳥町越佐・しろとりちようこつさ

　　５０１-５１２１・岐阜県郡上市白鳥町白鳥・しろとりちようしろとり

　　５０１-５１２２・岐阜県郡上市白鳥町為真・しろとりちようためざに

　　５０１-５１０４・岐阜県郡上市白鳥町長滝・しろとりちようながたき

　　５０１-５１２３・岐阜県郡上市白鳥町中津屋・しろとりちようなかつや

　　５０１-５１１６・岐阜県郡上市白鳥町中西・しろとりちようなかにじ

　　５０１-５１１４・岐阜県郡上市白鳥町那留・しろとりちようなる

　　５０１-５１１３・岐阜県郡上市白鳥町野添・しろとりちようのぞえ

　　５０１-５１０５・岐阜県郡上市白鳥町干田野・しろとりちようひたの

　　５０１-５１０３・岐阜県郡上市白鳥町二日町・しろとりちようふつかまち

　　５０１-５１０２・岐阜県郡上市白鳥町歩岐島・しろとりちようほきじま

　　５０１-５１０１・岐阜県郡上市白鳥町前谷・しろとりちようまえだに

　　５０１-５１２６・岐阜県郡上市白鳥町向小駄良・しろとりちようむかいこだら

　　５０１-５１１２・岐阜県郡上市白鳥町六ノ里・しろとりちようろくのり

　　５０１-５３０４・岐阜県郡上市高鷲町鮎立・たかすちようあゆたて

　　５０１-５３０３・岐阜県郡上市高鷲町大鷲・たかすちようおおわじ

　　５０１-５３０４・岐阜県郡上市高鷲町切立・たかすちようきつたて

　　５０１-５３０５・岐阜県郡上市高鷲町西洞・たかすちようにしほﾞら

　　５０１-５３０１・岐阜県郡上市高鷲町ひるがの・たかすちようひるがの

　　５０１-５３０２・岐阜県郡上市高鷲町鷲見・たかすちようわしみ

　　５０１-５３０２・岐阜県郡上市高鷲町鷲見（上野）・たかすちようわしみ(うえの)

　　５０１-４２３６・岐阜県郡上市八幡町相生・はちまんちようあいおい

　　５０１-４２０５・岐阜県郡上市八幡町安久田・はちまんちようあくだ

　　５０１-４２０４・岐阜県郡上市八幡町旭・はちまんちようあさひ

　　５０１-４２３５・岐阜県郡上市八幡町有坂・はちまんちようありさか

　　５０１-４２０１・岐阜県郡上市八幡町有穂・はちまんちようありほ

　　５０１-４２０２・岐阜県郡上市八幡町市島・はちまんちよういちしま

　　５０１-４２２３・岐阜県郡上市八幡町稲成・はちまんちよういなり

　　５０１-４４５１・岐阜県郡上市八幡町入間・はちまんちよういりま

　　５０１-４２１９・岐阜県郡上市八幡町大手町・はちまんちようおおてまち

　　５０１-４２１７・岐阜県郡上市八幡町尾崎町・はちまんちようおさきちよう

　　５０１-４４５５・岐阜県郡上市八幡町小那比・はちまんちようおなび

　　５０１-４２２１・岐阜県郡上市八幡町小野・はちまんちようおの

　　５０１-４２３１・岐阜県郡上市八幡町河鹿・はちまんちようかじか

　　５０１-４２１８・岐阜県郡上市八幡町鍛冶屋町・はちまんちようかじやまち

　　５０１-４２３４・岐阜県郡上市八幡町五町・はちまんちようごちよう

　　５０１-４２１５・岐阜県郡上市八幡町肴町・はちまんちようさかなまち

　　５０１-４２２８・岐阜県郡上市八幡町桜町・はちまんちようさくらまち

　　５０１-４２３８・岐阜県郡上市八幡町島・はちまんちようしま

　　５０１-４２２２・岐阜県郡上市八幡町島谷・はちまんちようしまだに

　　５０１-４２２４・岐阜県郡上市八幡町城南町・はちまんちようじようなんちよう

　　５０１-４２１２・岐阜県郡上市八幡町職人町・はちまんちようしよくにんまち

　　５０１-４２０３・岐阜県郡上市八幡町初納・はちまんちようしよのう

　　５０１-４２２６・岐阜県郡上市八幡町新町・はちまんちようしんまち

　　５０１-４４５３・岐阜県郡上市八幡町洲河・はちまんちようすごう

　　５０１-４２３３・岐阜県郡上市八幡町瀬取・はちまんちようせとり

　　５０１-４２２５・岐阜県郡上市八幡町大正町・はちまんちようたいしようまち

　　５０１-４２１３・岐阜県郡上市八幡町殿町・はちまんちようとのまち

　　５０１-４２１１・岐阜県郡上市八幡町中坪・はちまんちようなかつほﾞ

　　５０１-４２３７・岐阜県郡上市八幡町那比・はちまんちようなび



　　５０１-４２０７・岐阜県郡上市八幡町西乙原・はちまんちようにしおつはﾟら

　　５０１-４４５４・岐阜県郡上市八幡町野々倉・はちまんちようののくら

　　５０１-４２２７・岐阜県郡上市八幡町橋本町・はちまんちようはしもとちよう

　　５０１-４２３２・岐阜県郡上市八幡町初音・はちまんちようはつね

　　５０１-４２１６・岐阜県郡上市八幡町本町・はちまんちようほんまち

　　５０１-４４５２・岐阜県郡上市八幡町美山・はちまんちようみやま

　　５０１-４２４１・岐阜県郡上市八幡町向山・はちまんちようむかいやま

　　５０１-４２１４・岐阜県郡上市八幡町柳町・はちまんちようやなぎまち

　　５０１-４２０６・岐阜県郡上市八幡町吉野・はちまんちようよしの

　　５０１-４１０４・岐阜県郡上市美並町梅原・みなみちよううめはら

　　５０１-４１０７・岐阜県郡上市美並町大原・みなみちようおおはら

　　５０１-４１０１・岐阜県郡上市美並町上田・みなみちようかみた

　　５０１-４１０２・岐阜県郡上市美並町高砂・みなみちようたかさご

　　５０１-４１０６・岐阜県郡上市美並町白山・みなみちようはくさん

　　５０１-４１０５・岐阜県郡上市美並町三戸・みなみちようみと

　　５０１-４１０３・岐阜県郡上市美並町山田・みなみちようやまだ

　　５０１-４３０１・岐阜県郡上市明宝大谷・めいほうおおたに

　　５０１-４３０５・岐阜県郡上市明宝小川・めいほうおがわ

　　５０１-４３０４・岐阜県郡上市明宝奥住・めいほうおくずみ

　　５０１-４３０２・岐阜県郡上市明宝寒水・めいほうかのみず

　　５０１-４３０３・岐阜県郡上市明宝気良・めいほうけら

　　５０１-４３０６・岐阜県郡上市明宝畑佐・めいほうはたさ

　　５０１-４３０７・岐阜県郡上市明宝二間手・めいほうふたまて

　　５０１-４６１８・岐阜県郡上市大和町内ケ谷・やまとちよううちがたに

　　５０１-４６０１・岐阜県郡上市大和町大間見・やまとちようおおまみ

　　５０１-４６１９・岐阜県郡上市大和町落部・やまとちようおちべ

　　５０１-４６０６・岐阜県郡上市大和町河辺・やまとちようかべ

　　５０１-４６０５・岐阜県郡上市大和町神路・やまとちようかんじ

　　５０１-４６０３・岐阜県郡上市大和町栗巣・やまとちようくりす

　　５０１-４６０２・岐阜県郡上市大和町小間見・やまとちようこまみ

　　５０１-４６１０・岐阜県郡上市大和町島・やまとちようしま

　　５０１-４６１２・岐阜県郡上市大和町剣・やまとちようつるぎ

　　５０１-４６０７・岐阜県郡上市大和町徳永・やまとちようとくなが

　　５０１-４６１３・岐阜県郡上市大和町名皿部・やまとちようなさらべ

　　５０１-４６１４・岐阜県郡上市大和町野口・やまとちようのぐち

　　５０１-４６１５・岐阜県郡上市大和町場皿・やまとちようはﾞつさら

　　５０１-４６１６・岐阜県郡上市大和町福田・やまとちようふくだ

　　５０１-４６０４・岐阜県郡上市大和町古道・やまとちようふるみち

　　５０１-４６１７・岐阜県郡上市大和町洞口・やまとちようほらぐち

　　５０１-４６０８・岐阜県郡上市大和町牧・やまとちようまき

　　５０１-４６１１・岐阜県郡上市大和町万場・やまとちようまんはﾞ

　　５０１-４５１４・岐阜県郡上市和良町安郷野・わらちようあごの

　　５０１-４５０１・岐阜県郡上市和良町鹿倉・わらちようかくら

　　５０１-４５０８・岐阜県郡上市和良町上沢・わらちようかみざわ

　　５０１-４５１２・岐阜県郡上市和良町上土京・わらちようかみどきよう

　　５０１-４５１７・岐阜県郡上市和良町沢・わらちようさわ

　　５０１-４５０９・岐阜県郡上市和良町下沢・わらちようしもざわ

　　５０１-４５１３・岐阜県郡上市和良町下土京・わらちようしもどきよう

　　５０１-４５１１・岐阜県郡上市和良町下洞・わらちようしもほﾞら

　　５０１-４５０４・岐阜県郡上市和良町田平・わらちようたびら

　　５０１-４５１８・岐阜県郡上市和良町土京・わらちようどきよう

　　５０１-４５０３・岐阜県郡上市和良町野尻・わらちようのじり

　　５０１-４５０５・岐阜県郡上市和良町東野・わらちようひがしの

　　５０１-４５１５・岐阜県郡上市和良町方須・わらちようほうす

　　５０１-４５１０・岐阜県郡上市和良町法師丸・わらちようほしまる

　　５０１-４５１６・岐阜県郡上市和良町三庫・わらちようみくら

　　５０１-４５０７・岐阜県郡上市和良町宮地・わらちようみやじ

　　５０１-４５０２・岐阜県郡上市和良町宮代・わらちようみやしろ

　　５０１-４５０６・岐阜県郡上市和良町横野・わらちようよこの

　　５０９-２２００・岐阜県下呂市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　５０９-２２０３・岐阜県下呂市小川・おがわ

　　５０９-３１１４・岐阜県下呂市小坂町赤沼田・おさかちようあかんた

　　５０９-３１０１・岐阜県下呂市小坂町岩崎・おさかちよういわさき

　　５０９-３１０３・岐阜県下呂市小坂町大垣内・おさかちようおおがいと

　　５０９-３１０６・岐阜県下呂市小坂町大島・おさかちようおおしま

　　５０９-３１１２・岐阜県下呂市小坂町大洞・おさかちようおおほﾞら

　　５０９-３１０４・岐阜県下呂市小坂町小坂町・おさかちようおさかまち

　　５０９-３１１１・岐阜県下呂市小坂町落合・おさかちようおちあい

　　５０９-３１０２・岐阜県下呂市小坂町門坂・おさかちようかどさか

　　５０９-３１０５・岐阜県下呂市小坂町坂下・おさかちようさこれ



　　５０９-３１１５・岐阜県下呂市小坂町長瀬・おさかちようながせ

　　５０９-３１０７・岐阜県下呂市小坂町無数原・おさかちようむすはﾞら

　　５０９-３１１３・岐阜県下呂市小坂町湯屋・おさかちようゆや

　　５０９-２１３８・岐阜県下呂市門原・かどはら

　　５０９-２４２４・岐阜県下呂市門和佐・かどわさ

　　５０９-１６０３・岐阜県下呂市金山町岩瀬・かなやまちよういわせ

　　５０９-１６０２・岐阜県下呂市金山町卯野原・かなやまちよううのはら

　　５０９-１６１４・岐阜県下呂市金山町大船渡・かなやまちようおおふなと

　　５０９-１６０７・岐阜県下呂市金山町乙原・かなやまちようおつはﾟら

　　５０９-１６２２・岐阜県下呂市金山町金山・かなやまちようかなやま

　　５０９-１６１６・岐阜県下呂市金山町下原町・かなやまちようしもはらまち

　　５０９-１６２３・岐阜県下呂市金山町菅田桐洞・かなやまちようすがたきりほら

　　５０９-１６２４・岐阜県下呂市金山町菅田笹洞・かなやまちようすがたささほら

　　５０９-１６０６・岐阜県下呂市金山町祖師野・かなやまちようそしの

　　５０９-１６１５・岐阜県下呂市金山町田島・かなやまちようたじま

　　５０９-１６０５・岐阜県下呂市金山町戸部・かなやまちようとべ

　　５０９-１６１１・岐阜県下呂市金山町中切・かなやまちようなかぎり

　　５０９-１６１３・岐阜県下呂市金山町中津原・かなやまちようなかつはら

　　５０９-１６０４・岐阜県下呂市金山町東沓部・かなやまちようひがしくつべ

　　５０９-１６１２・岐阜県下呂市金山町福来・かなやまちようふくらい

　　５０９-１６０１・岐阜県下呂市金山町弓掛・かなやまちようゆがけ

　　５０９-１６２１・岐阜県下呂市金山町渡・かなやまちようわたり

　　５０９-２１３１・岐阜県下呂市久野川・くのがわ

　　５０９-２２０６・岐阜県下呂市幸田・こうでん

　　５０９-２２０４・岐阜県下呂市三原・さんはﾞら

　　５０９-２２０５・岐阜県下呂市少ケ野・しようがの

　　５０９-２１３６・岐阜県下呂市瀬戸・せと

　　５０９-２４２２・岐阜県下呂市田口・たぐち

　　５０９-２４２１・岐阜県下呂市夏焼・なつやけ

　　５０９-２３１３・岐阜県下呂市野尻・のじり

　　５０９-２３１１・岐阜県下呂市乗政・のりまさ

　　５０９-２５０４・岐阜県下呂市萩原町跡津・はぎわらちようあとつ

　　５０９-２５１６・岐阜県下呂市萩原町上村・はぎわらちよううわむら

　　５０９-２５１２・岐阜県下呂市萩原町大ヶ洞・はぎわらちようおおかほら

　　５０９-２５１９・岐阜県下呂市萩原町奥田洞・はぎわらちようおくだほﾞら

　　５０９-２５０８・岐阜県下呂市萩原町尾崎・はぎわらちようおさき

　　５０９-２５１３・岐阜県下呂市萩原町桜洞・はぎわらちようさくらほﾞら

　　５０９-２５０２・岐阜県下呂市萩原町四美・はぎわらちようしみ

　　５０９-２５１８・岐阜県下呂市萩原町上呂・はぎわらちようじようろ

　　５０９-２５１４・岐阜県下呂市萩原町中呂・はぎわらちようちゆうろ

　　５０９-２５０３・岐阜県下呂市萩原町西上田・はぎわらちようにしうえだ

　　５０９-２５０７・岐阜県下呂市萩原町野上・はぎわらちようのがみ

　　５０９-２５１７・岐阜県下呂市萩原町萩原・はぎわらちようはぎわら

　　５０９-２５１５・岐阜県下呂市萩原町花池・はぎわらちようはないけ

　　５０９-２５０６・岐阜県下呂市萩原町羽根・はぎわらちようはね

　　５０９-２５０５・岐阜県下呂市萩原町古関・はぎわらちようふるせき

　　５０９-２５１１・岐阜県下呂市萩原町宮田・はぎわらちようみやだ

　　５０９-２５０１・岐阜県下呂市萩原町山之口・はぎわらちようやまのくち

　　５０９-２１３２・岐阜県下呂市火打・ひうち

　　５０９-２２０１・岐阜県下呂市東上田・ひがしうえだ

　　５０９-２４２３・岐阜県下呂市蛇之尾・へびのお

　　５０９-２１３７・岐阜県下呂市保井戸・ほいど

　　５０９-２６１３・岐阜県下呂市馬瀬井谷・まぜいだに

　　５０９-２６０１・岐阜県下呂市馬瀬川上・まぜかおれ

　　５０９-２６０２・岐阜県下呂市馬瀬黒石・まぜくろいじ

　　５０９-２６０３・岐阜県下呂市馬瀬数河・まぜすごう

　　５０９-２６１４・岐阜県下呂市馬瀬惣島・まぜそうじま

　　５０９-２６０４・岐阜県下呂市馬瀬中切・まぜなかぎり

　　５０９-２６１２・岐阜県下呂市馬瀬名丸・まぜなまる

　　５０９-２６１５・岐阜県下呂市馬瀬西村・まぜにしむら

　　５０９-２６１１・岐阜県下呂市馬瀬堀之内・まぜほりのうち

　　５０９-２１３５・岐阜県下呂市三ツ渕・みつぶち

　　５０９-２３１２・岐阜県下呂市御厩野・みまやの

　　５０９-２３１４・岐阜県下呂市宮地・みやじ

　　５０９-２２０２・岐阜県下呂市森・もり

　　５０９-２１３４・岐阜県下呂市焼石・やけいじ

　　５０９-２２０７・岐阜県下呂市湯之島・ゆのしま

　　５０９-２１３３・岐阜県下呂市和佐・わさ

　　５０３-０６００・岐阜県海津市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　５０３-０６１１・岐阜県海津市海津町秋江・かいつﾞちようあきえ



　　５０３-０６２５・岐阜県海津市海津町油島・かいつﾞちようあぶらじま

　　５０３-０６２９・岐阜県海津市海津町石亀・かいつﾞちよういしがめ

　　５０３-０６３１・岐阜県海津市海津町稲山・かいつﾞちよういなやま

　　５０３-０６３５・岐阜県海津市海津町江東・かいつﾞちようえひがじ

　　５０３-０６１２・岐阜県海津市海津町大和田・かいつﾞちようおわだ

　　５０３-０６２４・岐阜県海津市海津町金廻・かいつﾞちようかなまわり

　　５０３-０６０８・岐阜県海津市海津町鹿野・かいつﾞちようかの

　　５０３-０６０３・岐阜県海津市海津町神桐・かいつﾞちようかみぎり

　　５０３-０６４６・岐阜県海津市海津町萱野・かいつﾞちようかやの

　　５０３-０６１８・岐阜県海津市海津町草場・かいつﾞちようくさはﾞ

　　５０３-０６４５・岐阜県海津市海津町五町・かいつﾞちようごちよう

　　５０３-０６１３・岐阜県海津市海津町駒ケ江・かいつﾞちようこまがえ

　　５０３-０６２７・岐阜県海津市海津町七右衛門新田・かいつﾞちようしちうえもんしんでん

　　５０３-０６０２・岐阜県海津市海津町瀬古・かいつﾞちようせこ

　　５０３-０６２１・岐阜県海津市海津町外浜・かいつﾞちようそとはま

　　５０３-０６５４・岐阜県海津市海津町高須・かいつﾞちようたかす

　　５０３-０６５３・岐阜県海津市海津町高須町・かいつﾞちようたかすまち

　　５０３-０６１７・岐阜県海津市海津町立野・かいつﾞちようたての

　　５０３-０６０６・岐阜県海津市海津町田中・かいつﾞちようたなか

　　５０３-０６４１・岐阜県海津市海津町内記・かいつﾞちようないき

　　５０３-０６１６・岐阜県海津市海津町長久保・かいつﾞちようながくほﾞ

　　５０３-０６１４・岐阜県海津市海津町長瀬・かいつﾞちようながせ

　　５０３-０６０４・岐阜県海津市海津町成戸・かいつﾞちようなりと

　　５０３-０６４８・岐阜県海津市海津町西小島・かいつﾞちようにしおじま

　　５０３-０６３４・岐阜県海津市海津町沼新田・かいつﾞちようぬましんでん

　　５０３-０６４７・岐阜県海津市海津町東小島・かいつﾞちようひがしおじま

　　５０３-０６５１・岐阜県海津市海津町平原・かいつﾞちようひらはら

　　５０３-０６１５・岐阜県海津市海津町日原・かいつﾞちようひわら

　　５０３-０６４４・岐阜県海津市海津町深浜・かいつﾞちようふかはま

　　５０３-０６０５・岐阜県海津市海津町福一色・かいつﾞちようふくいしき

　　５０３-０６２８・岐阜県海津市海津町福江・かいつﾞちようふくえ

　　５０３-０６５５・岐阜県海津市海津町福岡・かいつﾞちようふくおか

　　５０３-０６４３・岐阜県海津市海津町札野・かいつﾞちようふだの

　　５０３-０６２３・岐阜県海津市海津町古中島・かいつﾞちようふるなかじま

　　５０３-０６３６・岐阜県海津市海津町帆引新田・かいつﾞちようほびきしんでん

　　５０３-０６３３・岐阜県海津市海津町本阿弥新田・かいつﾞちようほんなみしんでん

　　５０３-０６０１・岐阜県海津市海津町松木・かいつﾞちようまつのき

　　５０３-０６５２・岐阜県海津市海津町馬目・かいつﾞちようまのめ

　　５０３-０６２６・岐阜県海津市海津町万寿新田・かいつﾞちようまんじゆしんでん

　　５０３-０６３２・岐阜県海津市海津町宮地・かいつﾞちようみやじ

　　５０３-０６２２・岐阜県海津市海津町森下・かいつﾞちようもりした

　　５０３-０６３７・岐阜県海津市海津町安田・かいつﾞちようやすだ

　　５０３-０６３８・岐阜県海津市海津町安田新田・かいつﾞちようやすだしんでん

　　５０３-０４１４・岐阜県海津市南濃町上野河戸・なんのうちよううえのこうず

　　５０３-０５３２・岐阜県海津市南濃町太田・なんのうちようおおた

　　５０３-０４１２・岐阜県海津市南濃町奥条・なんのうちようおくじよう

　　５０３-０４１１・岐阜県海津市南濃町駒野・なんのうちようこまの

　　５０３-０４０５・岐阜県海津市南濃町駒野新田・なんのうちようこまのしんでん

　　５０３-０５３４・岐阜県海津市南濃町境・なんのうちようさかい

　　５０３-０４０３・岐阜県海津市南濃町志津・なんのうちようしつﾞ

　　５０３-０４０２・岐阜県海津市南濃町志津新田・なんのうちようしつﾞしんでん

　　５０３-０５３３・岐阜県海津市南濃町田鶴・なんのうちようたつﾞる

　　５０３-０４０１・岐阜県海津市南濃町津屋・なんのうちようつや

　　５０３-０４０７・岐阜県海津市南濃町徳田・なんのうちようとくだ

　　５０３-０４０６・岐阜県海津市南濃町戸田・なんのうちようとだ

　　５０３-０４０８・岐阜県海津市南濃町庭田・なんのうちようにわだ

　　５０３-０４１３・岐阜県海津市南濃町羽沢・なんのうちようはざわ

　　５０３-０４０４・岐阜県海津市南濃町早瀬・なんのうちようはやせ

　　５０３-０５３５・岐阜県海津市南濃町松山・なんのうちようまつやま

　　５０３-０５３１・岐阜県海津市南濃町安江・なんのうちようやすえ

　　５０３-０４１５・岐阜県海津市南濃町山崎・なんのうちようやまざき

　　５０３-０５３６・岐阜県海津市南濃町吉田・なんのうちようよしだ

　　５０３-０３２１・岐阜県海津市平田町今尾・ひらたちよういまお

　　５０３-０３０７・岐阜県海津市平田町岡・ひらたちようおか

　　５０３-０３０２・岐阜県海津市平田町勝賀・ひらたちようかつが

　　５０３-０３１２・岐阜県海津市平田町三郷・ひらたちようさんごう

　　５０３-０３０６・岐阜県海津市平田町蛇池・ひらたちようじやいけ

　　５０３-０３０５・岐阜県海津市平田町者結・ひらたちようじやけつ

　　５０３-０３０１・岐阜県海津市平田町須賀・ひらたちようすか

　　５０３-０３１３・岐阜県海津市平田町高田・ひらたちようたかだ



　　５０３-０３２２・岐阜県海津市平田町土倉・ひらたちようつちくら

　　５０３-０３１４・岐阜県海津市平田町西島・ひらたちようにしじま

　　５０３-０３０３・岐阜県海津市平田町野寺・ひらたちようのでら

　　５０３-０３０４・岐阜県海津市平田町幡長・ひらたちようはたおさ

　　５０３-０３１１・岐阜県海津市平田町仏師川・ひらたちようぶしがわ

　　５０３-０３２３・岐阜県海津市平田町脇野・ひらたちようわきの

　　５０１-６１００・岐阜県羽島郡岐南町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　５０１-６０１５・岐阜県羽島郡岐南町石原瀬・いしはらせ

　　５０１-６００１・岐阜県羽島郡岐南町上印食・かみいんじき

　　５０１-６０１８・岐阜県羽島郡岐南町下印食・しもいんじき

　　５０１-６０１６・岐阜県羽島郡岐南町徳田・とくだ

　　５０１-６０１７・岐阜県羽島郡岐南町徳田西・とくだにじ

　　５０１-６００４・岐阜県羽島郡岐南町野中・のなか

　　５０１-６００６・岐阜県羽島郡岐南町伏屋・ふせや

　　５０１-６００３・岐阜県羽島郡岐南町平島・へいじま

　　５０１-６０１３・岐阜県羽島郡岐南町平成・へいせい

　　５０１-６００２・岐阜県羽島郡岐南町三宅・みやけ

　　５０１-６０１９・岐阜県羽島郡岐南町みやまち・みやまち

　　５０１-６０１４・岐阜県羽島郡岐南町薬師寺・やくしじ

　　５０１-６０１２・岐阜県羽島郡岐南町八剣・やつるぎ

　　５０１-６０１１・岐阜県羽島郡岐南町八剣北・やつるぎきた

　　５０１-６００５・岐阜県羽島郡岐南町若宮地・わかみやじ

　　５０１-６１００・岐阜県羽島郡笠松町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　５０１-６０４４・岐阜県羽島郡笠松町相生町・あいおいちよう

　　５０１-６０５６・岐阜県羽島郡笠松町朝日町・あさひまち

　　５０１-６０６１・岐阜県羽島郡笠松町泉町・いずみまち

　　５０１-６０３２・岐阜県羽島郡笠松町江川・えがわ

　　５０１-６０３５・岐阜県羽島郡笠松町円城寺・えんじようじ

　　５０１-６０８７・岐阜県羽島郡笠松町大池町・おおいけちよう

　　５０１-６０８２・岐阜県羽島郡笠松町春日町・かすがちよう

　　５０１-６０６５・岐阜県羽島郡笠松町門間・かどま

　　５０１-６０７１・岐阜県羽島郡笠松町上新町・かみしんまち

　　５０１-６０５１・岐阜県羽島郡笠松町上本町・かみほんまち

　　５０１-６０５８・岐阜県羽島郡笠松町上柳川町・かみやながわちよう

　　５０１-６０８４・岐阜県羽島郡笠松町如月町・きさらぎちよう

　　５０１-６０６４・岐阜県羽島郡笠松町北及・きたおよび

　　５０１-６０８６・岐阜県羽島郡笠松町清住町・きよずみちよう

　　５０１-６０４３・岐阜県羽島郡笠松町県町・けんまち

　　５０１-６０３１・岐阜県羽島郡笠松町米野・こめの

　　５０１-６０９８・岐阜県羽島郡笠松町桜町・さくらまち

　　５０１-６０７３・岐阜県羽島郡笠松町下新町・しもしんまち

　　５０１-６０５２・岐阜県羽島郡笠松町下本町・しもほんまち

　　５０１-６０５７・岐阜県羽島郡笠松町下柳川町・しもやながわちよう

　　５０１-６０９１・岐阜県羽島郡笠松町松栄町・しようえいちよう

　　５０１-６０７４・岐阜県羽島郡笠松町新町・しんまち

　　５０１-６０４５・岐阜県羽島郡笠松町司町・つかさまち

　　５０１-６０９２・岐阜県羽島郡笠松町月美町・つきみちよう

　　５０１-６０６２・岐阜県羽島郡笠松町田代・でんだい

　　５０１-６０７７・岐阜県羽島郡笠松町天王町・てんのうちよう

　　５０１-６０８１・岐阜県羽島郡笠松町東陽町・とうようちよう

　　５０１-６０８３・岐阜県羽島郡笠松町常盤町・ときわちよう

　　５０１-６０９５・岐阜県羽島郡笠松町中川町・なかがわちよう

　　５０１-６０７２・岐阜県羽島郡笠松町中新町・なかしんまち

　　５０１-６０３４・岐阜県羽島郡笠松町中野・なかの

　　５０１-６０６３・岐阜県羽島郡笠松町長池・ながいけ

　　５０１-６０４１・岐阜県羽島郡笠松町奈良町・ならまち

　　５０１-６０３７・岐阜県羽島郡笠松町西金池町・にしかないけちよう

　　５０１-６０５５・岐阜県羽島郡笠松町西町・にしまち

　　５０１-６０７５・岐阜県羽島郡笠松町西宮町・にしみやちよう

　　５０１-６０９４・岐阜県羽島郡笠松町羽衣町・はごろもちよう

　　５０１-６０４２・岐阜県羽島郡笠松町八幡町・はちまんちよう

　　５０１-６０３８・岐阜県羽島郡笠松町東金池町・ひがしかないけちよう

　　５０１-６０５９・岐阜県羽島郡笠松町東宮町・ひがしみやちよう

　　５０１-６０９７・岐阜県羽島郡笠松町瓢町・ひさごちよう

　　５０１-６０４７・岐阜県羽島郡笠松町二見町・ふたみちよう

　　５０１-６０８８・岐阜県羽島郡笠松町美笠通・みかさどおり

　　５０１-６０９３・岐阜県羽島郡笠松町緑町・みどりまち

　　５０１-６０５３・岐阜県羽島郡笠松町港町・みなとまち

　　５０１-６０４６・岐阜県羽島郡笠松町宮川町・みやがわちよう

　　５０１-６０３３・岐阜県羽島郡笠松町無動寺・むどうじ



　　５０１-６０７６・岐阜県羽島郡笠松町門前町・もんぜんちよう

　　５０１-６０５４・岐阜県羽島郡笠松町柳原町・やなぎはらちよう

　　５０１-６０８５・岐阜県羽島郡笠松町弥生町・やよいちよう

　　５０１-６０９６・岐阜県羽島郡笠松町友楽町・ゆうらくちよう

　　５０１-６０３６・岐阜県羽島郡笠松町若葉町・わかはﾞちよう

　　５０３-１３００・岐阜県養老郡養老町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　５０３-１２７７・岐阜県養老郡養老町有尾・ありお

　　５０３-１３０４・岐阜県養老郡養老町飯田・いいだ

　　５０３-１３３６・岐阜県養老郡養老町飯積・いいつﾞみ

　　５０３-１２５１・岐阜県養老郡養老町石畑・いしはﾞた

　　５０３-１３１１・岐阜県養老郡養老町泉町・いずみまち

　　５０３-１２４３・岐阜県養老郡養老町五日市・いつかいち

　　５０３-１２６４・岐阜県養老郡養老町一色・いつしき

　　５０３-１３３３・岐阜県養老郡養老町色目・いろめ

　　５０３-１３２１・岐阜県養老郡養老町岩道・いわみち

　　５０３-１３３５・岐阜県養老郡養老町宇田・うた

　　５０３-１２４５・岐阜県養老郡養老町上方・うわがた

　　５０３-１３０６・岐阜県養老郡養老町江月・えつき

　　５０３-１３２４・岐阜県養老郡養老町大跡・おおあと

　　５０３-１３０２・岐阜県養老郡養老町大坪・おおつほﾞ

　　５０３-１３８３・岐阜県養老郡養老町大野・おおの

　　５０３-１２７２・岐阜県養老郡養老町大場・おおはﾞ

　　５０３-１２７５・岐阜県養老郡養老町大巻・おおまき

　　５０３-１２６２・岐阜県養老郡養老町小倉・おぐら

　　５０３-１３１６・岐阜県養老郡養老町押越・おしこじ

　　５０３-１２５３・岐阜県養老郡養老町柏尾・かしわお

　　５０３-１３３９・岐阜県養老郡養老町金屋・かなや

　　５０３-１２７６・岐阜県養老郡養老町釜段・かまだん

　　５０３-１３８５・岐阜県養老郡養老町上之郷・かみのごう

　　５０３-１３１５・岐阜県養老郡養老町烏江・からすえ

　　５０３-１２６６・岐阜県養老郡養老町京ケ脇・きようがわき

　　５０３-１３２３・岐阜県養老郡養老町口ケ島・くちがしま

　　５０３-１３８１・岐阜県養老郡養老町栗笠・くりがさ

　　５０３-１２４２・岐阜県養老郡養老町桜井・さくらい

　　５０３-１２４１・岐阜県養老郡養老町沢田・さわだ

　　５０３-１３８４・岐阜県養老郡養老町下笠・しもがさ

　　５０３-１３０３・岐阜県養老郡養老町蛇持・じやもち

　　５０３-１２５６・岐阜県養老郡養老町勢至・せいじ

　　５０３-１３０５・岐阜県養老郡養老町祖父江・そぶえ

　　５０３-１２７１・岐阜県養老郡養老町田・た

　　５０３-１３１４・岐阜県養老郡養老町高田・たかだ

　　５０３-１３１３・岐阜県養老郡養老町高田馬場町・たかだはﾞはﾞちよう

　　５０３-１２６７・岐阜県養老郡養老町高林・たかはﾞやじ

　　５０３-１３１７・岐阜県養老郡養老町滝見町・たきみまち

　　５０３-１３３４・岐阜県養老郡養老町豊・とよ

　　５０３-１３３７・岐阜県養老郡養老町直江・なおえ

　　５０３-１３３２・岐阜県養老郡養老町中・なか

　　５０３-１３２２・岐阜県養老郡養老町西岩道・にしいわみち

　　５０３-１２６８・岐阜県養老郡養老町西小倉・にしおぐら

　　５０３-１２７３・岐阜県養老郡養老町根古地・ねこじ

　　５０３-１３３１・岐阜県養老郡養老町橋爪・はしつﾞめ

　　５０３-１３２５・岐阜県養老郡養老町飯ノ木・はんのき

　　５０３-１３８２・岐阜県養老郡養老町船附・ふなつけ

　　５０３-１２６３・岐阜県養老郡養老町船見・ふなみ

　　５０３-１３１２・岐阜県養老郡養老町三神町・みかみまち

　　５０３-１２７４・岐阜県養老郡養老町瑞穂・みずほ

　　５０３-１２５２・岐阜県養老郡養老町明徳・みようとく

　　５０３-１３０１・岐阜県養老郡養老町室原・むろはら

　　５０３-１３３８・岐阜県養老郡養老町安久・やすひさ

　　５０３-１２５５・岐阜県養老郡養老町養老・ようろう

　　５０３-１２５４・岐阜県養老郡養老町養老公園・ようろうこうえん

　　５０３-１２７８・岐阜県養老郡養老町横屋・よこや

　　５０３-１２４４・岐阜県養老郡養老町竜泉寺・りゆうせんじ

　　５０３-１２６５・岐阜県養老郡養老町若宮・わかみや

　　５０３-１２６１・岐阜県養老郡養老町鷲巣・わしのす

　　５０３-２１００・岐阜県不破郡垂井町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　５０３-２１２１・岐阜県不破郡垂井町垂井町の次に番地がくる場合・つぎにはﾞんち

　　５０３-２１１２・岐阜県不破郡垂井町綾戸・あやど

　　５０３-２１０５・岐阜県不破郡垂井町新井・あらい

　　５０３-２１０４・岐阜県不破郡垂井町市之尾・いちのお



　　５０３-２１０６・岐阜県不破郡垂井町伊吹・いぶき

　　５０３-２１０７・岐阜県不破郡垂井町岩手・いわで

　　５０３-２１０３・岐阜県不破郡垂井町梅谷・うめたに

　　５０３-２１０８・岐阜県不破郡垂井町大石・おおいじ

　　５０３-２１０１・岐阜県不破郡垂井町大滝・おおたき

　　５０３-２１２２・岐阜県不破郡垂井町表佐・おさ

　　５０３-２１２３・岐阜県不破郡垂井町栗原・くりはら

　　５０３-２１０２・岐阜県不破郡垂井町敷原・しきはら

　　５０３-２１１３・岐阜県不破郡垂井町清水・しみず

　　５０３-２１２５・岐阜県不破郡垂井町東神田・ひがしかんだ

　　５０３-２１１１・岐阜県不破郡垂井町平尾・ひらお

　　５０３-２１１４・岐阜県不破郡垂井町府中・ふちゆう

　　５０３-２１０９・岐阜県不破郡垂井町南新井・みなみあらい

　　５０３-２１２４・岐阜県不破郡垂井町宮代・みやしろ

　　５０３-１５００・岐阜県不破郡関ケ原町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　５０３-１５１４・岐阜県不破郡関ケ原町稲荷・いなり

　　５０３-１５４３・岐阜県不破郡関ケ原町今須・います

　　５０３-１５３１・岐阜県不破郡関ケ原町大高・おだか

　　５０３-１５１２・岐阜県不破郡関ケ原町公門・くもん

　　５０３-１５２３・岐阜県不破郡関ケ原町小池・こいけ

　　５０３-１５２４・岐阜県不破郡関ケ原町御祭田・ごさいでん

　　５０３-１５２３・岐阜県不破郡関ケ原町小関・こぜき

　　５０３-１５２４・岐阜県不破郡関ケ原町笹尾・ささお

　　５０３-１５２２・岐阜県不破郡関ケ原町陣場野・じんはﾞの

　　５０３-１５０１・岐阜県不破郡関ケ原町関ケ原・せきがはら

　　５０３-１５４５・岐阜県不破郡関ケ原町玉・たま

　　５０３-１５４２・岐阜県不破郡関ケ原町藤下・とうげ

　　５０３-１５１５・岐阜県不破郡関ケ原町中町・なかまち

　　５０３-１５１３・岐阜県不破郡関ケ原町中山・なかやま

　　５０３-１５１４・岐阜県不破郡関ケ原町西町・にしまち

　　５０３-１５３２・岐阜県不破郡関ケ原町野上・のがみ

　　５０３-１５１１・岐阜県不破郡関ケ原町東町・ひがしまち

　　５０３-１５２１・岐阜県不破郡関ケ原町宝有・ほうゆう

　　５０３-１５４１・岐阜県不破郡関ケ原町松尾・まつお

　　５０３-１５２４・岐阜県不破郡関ケ原町緑ケ丘・みどりがおか

　　５０３-１５４４・岐阜県不破郡関ケ原町山中・やまなか

　　５０３-２３００・岐阜県安八郡神戸町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　５０３-２３２７・岐阜県安八郡神戸町和泉・いずみ

　　５０３-２３１４・岐阜県安八郡神戸町落合・おちあい

　　５０３-２３２５・岐阜県安八郡神戸町加納・かのう

　　５０３-２３１１・岐阜県安八郡神戸町川西・かわにじ

　　５０３-２３０６・岐阜県安八郡神戸町北一色・きたいしき

　　５０３-２３０５・岐阜県安八郡神戸町神戸・ごうど

　　５０３-２３１６・岐阜県安八郡神戸町斉田・さいだ

　　５０３-２３２２・岐阜県安八郡神戸町更屋敷・さらやしき

　　５０３-２３１２・岐阜県安八郡神戸町下宮・しもみや

　　５０３-２３０４・岐阜県安八郡神戸町丈六道・じようろくどう

　　５０３-２３１３・岐阜県安八郡神戸町新屋敷・しんやしき

　　５０３-２３２１・岐阜県安八郡神戸町末守・すえもり

　　５０３-２３１８・岐阜県安八郡神戸町瀬古・せこ

　　５０３-２３０２・岐阜県安八郡神戸町田・た

　　５０３-２３１５・岐阜県安八郡神戸町付寄・つきより

　　５０３-２３２６・岐阜県安八郡神戸町中沢・なかざわ

　　５０３-２３４１・岐阜県安八郡神戸町西座倉・にしざくら

　　５０３-２３２３・岐阜県安八郡神戸町西保・にしのほ

　　５０３-２３２４・岐阜県安八郡神戸町八条・はちじよう

　　５０３-２３１９・岐阜県安八郡神戸町前田・まえだ

　　５０３-２３２８・岐阜県安八郡神戸町南方・みなみがた

　　５０３-２３０３・岐阜県安八郡神戸町安次・やすつぐ

　　５０３-２３１７・岐阜県安八郡神戸町柳瀬・やなぜ

　　５０３-２３０１・岐阜県安八郡神戸町横井・よこい

　　５０３-０２００・岐阜県安八郡輪之内町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　５０３-０２０２・岐阜県安八郡輪之内町大藪・おおやぶ

　　５０３-０２１６・岐阜県安八郡輪之内町大吉新田・おおよししんでん

　　５０３-０２３４・岐阜県安八郡輪之内町里・さと

　　５０３-０２３６・岐阜県安八郡輪之内町塩喰・しおはﾞみ

　　５０３-０２０５・岐阜県安八郡輪之内町下大榑・しもおおぐれ

　　５０３-０２０６・岐阜県安八郡輪之内町下大榑新田・しもおおぐれしんでん

　　５０３-０２３３・岐阜県安八郡輪之内町中郷・なかごう

　　５０３-０２１２・岐阜県安八郡輪之内町中郷新田・なかごうしんでん



　　５０３-０２３１・岐阜県安八郡輪之内町南波・なんはﾞ

　　５０３-０２０１・岐阜県安八郡輪之内町楡俣・にれまた

　　５０３-０２０３・岐阜県安八郡輪之内町楡俣新田・にれまたしんでん

　　５０３-０２３５・岐阜県安八郡輪之内町福束・ふくつﾞか

　　５０３-０２１１・岐阜県安八郡輪之内町福束新田・ふくつﾞかしんでん

　　５０３-０２３２・岐阜県安八郡輪之内町本戸・ほんど

　　５０３-０２１５・岐阜県安八郡輪之内町松内・まつうち

　　５０３-０２１４・岐阜県安八郡輪之内町海松新田・みるしんでん

　　５０３-０２１３・岐阜県安八郡輪之内町藻池新田・もいけしんでん

　　５０３-０２０４・岐阜県安八郡輪之内町四郷・よごう

　　５０３-０１００・岐阜県安八郡安八町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　５０３-０１２８・岐阜県安八郡安八町大野・おおの

　　５０３-０１１６・岐阜県安八郡安八町大森・おおもり

　　５０３-０１１３・岐阜県安八郡安八町北今ケ渕・きたいまがふち

　　５０３-０１２１・岐阜県安八郡安八町氷取・こおりとり

　　５０３-０１１２・岐阜県安八郡安八町芝原・しはﾞはら

　　５０３-０１２７・岐阜県安八郡安八町城・しろ

　　５０３-０１２２・岐阜県安八郡安八町善光・ぜんこう

　　５０３-０１２９・岐阜県安八郡安八町外善光・そとぜんこう

　　５０３-０１１７・岐阜県安八郡安八町大明神・だいみようじん

　　５０３-０１２４・岐阜県安八郡安八町中・なか

　　５０３-０１２６・岐阜県安八郡安八町中須・なかず

　　５０３-０１１１・岐阜県安八郡安八町西結・にしむすぶ

　　５０３-０１１２・岐阜県安八郡安八町東結・ひがしむすぶ

　　５０３-０１１８・岐阜県安八郡安八町宝江・ほうえ

　　５０３-０１２５・岐阜県安八郡安八町牧・まき

　　５０３-０１１５・岐阜県安八郡安八町南今ケ渕・みなみいまがふち

　　５０３-０１２３・岐阜県安八郡安八町南條・みなみじよう

　　５０３-０１１４・岐阜県安八郡安八町森部・もりべ

　　５０１-０６００・岐阜県揖斐郡揖斐川町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　５０１-０６２７・岐阜県揖斐郡揖斐川町市場・いちはﾞ

　　５０１-０６３４・岐阜県揖斐郡揖斐川町上野・うえの

　　５０１-０６２４・岐阜県揖斐郡揖斐川町岡・おか

　　５０１-０７０１・岐阜県揖斐郡揖斐川町小津・おつﾞ

　　５０１-０７０３・岐阜県揖斐郡揖斐川町乙原・おとはら

　　５０１-０６１２・岐阜県揖斐郡揖斐川町小野・おの

　　５０１-０８１５・岐阜県揖斐郡揖斐川町開田・かいでん

　　５０１-０７０８・岐阜県揖斐郡揖斐川町樫原・かしはﾞら

　　５０３-２５０３・岐阜県揖斐郡揖斐川町春日川合・かすがかわい

　　５０３-２５０６・岐阜県揖斐郡揖斐川町春日香六・かすがこうろく

　　５０３-２５０５・岐阜県揖斐郡揖斐川町春日小宮神・かすがこみやかみ

　　５０３-２５０４・岐阜県揖斐郡揖斐川町春日中山・かすがなかやま

　　５０３-２５０１・岐阜県揖斐郡揖斐川町春日美束・かすがみつか

　　５０３-２５０２・岐阜県揖斐郡揖斐川町春日六合・かすがろくごう

　　５０１-０６０７・岐阜県揖斐郡揖斐川町桂・かつら

　　５０１-０８１７・岐阜県揖斐郡揖斐川町門入・かどにゆう

　　５０１-０６３１・岐阜県揖斐郡揖斐川町上岡島・かみおかじま

　　５０１-０６１８・岐阜県揖斐郡揖斐川町上ミ野・かみの

　　５０１-０６３２・岐阜県揖斐郡揖斐川町上東野・かみひがしの

　　５０１-０６０３・岐阜県揖斐郡揖斐川町上南方・かみみなみがた

　　５０１-０６０１・岐阜県揖斐郡揖斐川町北方・きたがた

　　５０１-０６１５・岐阜県揖斐郡揖斐川町清水・きよみず

　　５０１-０６２５・岐阜県揖斐郡揖斐川町黒田・くろだ

　　５０１-０６０５・岐阜県揖斐郡揖斐川町極楽寺・ごくらくじ

　　５０１-０６３３・岐阜県揖斐郡揖斐川町小島・こじま

　　５０１-０６１１・岐阜県揖斐郡揖斐川町小谷・こたて

　　５０１-０９０１・岐阜県揖斐郡揖斐川町坂内川上・さかうちかわかみ

　　５０１-０９０３・岐阜県揖斐郡揖斐川町坂内坂本・さかうちさかもと

　　５０１-０９０２・岐阜県揖斐郡揖斐川町坂内広瀬・さかうちひろせ

　　５０１-０６１３・岐阜県揖斐郡揖斐川町志津山・しつﾞやま

　　５０１-０６１７・岐阜県揖斐郡揖斐川町島・しま

　　５０１-０６２１・岐阜県揖斐郡揖斐川町下岡島・しもおかじま

　　５０１-０６３５・岐阜県揖斐郡揖斐川町白樫・しらかじ

　　５０１-０６２８・岐阜県揖斐郡揖斐川町新宮・しんぐう

　　５０１-０６２６・岐阜県揖斐郡揖斐川町瑞岩寺・ずいがんじ

　　５０１-０６０４・岐阜県揖斐郡揖斐川町大光寺・だいこうじ

　　５０１-１３１５・岐阜県揖斐郡揖斐川町谷汲有鳥・たにぐみあつとり

　　５０１-１３１２・岐阜県揖斐郡揖斐川町谷汲大洞・たにぐみおおほﾞら

　　５０１-１３１７・岐阜県揖斐郡揖斐川町谷汲神原・たにぐみかんはﾞら

　　５０１-１３１６・岐阜県揖斐郡揖斐川町谷汲木曽屋・たにぐみきそや



　　５０１-１３０２・岐阜県揖斐郡揖斐川町谷汲岐礼・たにぐみきれ

　　５０１-１３０１・岐阜県揖斐郡揖斐川町谷汲高科・たにぐみたかしな

　　５０１-１３１１・岐阜県揖斐郡揖斐川町谷汲徳積・たにぐみとくつﾞみ

　　５０１-１３０３・岐阜県揖斐郡揖斐川町谷汲長瀬・たにぐみながせ

　　５０１-１３１４・岐阜県揖斐郡揖斐川町谷汲名礼・たにぐみなれ

　　５０１-１３１３・岐阜県揖斐郡揖斐川町谷汲深坂・たにぐみふかさか

　　５０１-０８１１・岐阜県揖斐郡揖斐川町塚・つか

　　５０１-０８０２・岐阜県揖斐郡揖斐川町鶴見・つるみ

　　５０１-０８１４・岐阜県揖斐郡揖斐川町徳山・とくやま

　　５０１-０７０５・岐阜県揖斐郡揖斐川町外津汲・とつくみ

　　５０１-０８１６・岐阜県揖斐郡揖斐川町戸入・とにゆう

　　５０１-０６１４・岐阜県揖斐郡揖斐川町長良・ながら

　　５０１-０７０６・岐阜県揖斐郡揖斐川町西津汲・にしつくみ

　　５０１-０８０５・岐阜県揖斐郡揖斐川町西横山・にしよこやま

　　５０１-０６２２・岐阜県揖斐郡揖斐川町脛永・はぎなが

　　５０１-０８１２・岐阜県揖斐郡揖斐川町櫨原・はぜはら

　　５０１-０８０３・岐阜県揖斐郡揖斐川町東杉原・ひがしすぎはら

　　５０１-０７０２・岐阜県揖斐郡揖斐川町東津汲・ひがしつくみ

　　５０１-０８０４・岐阜県揖斐郡揖斐川町東横山・ひがしよこやま

　　５０１-０７０７・岐阜県揖斐郡揖斐川町日坂・ひさか

　　５０１-０６１６・岐阜県揖斐郡揖斐川町福島・ふくじま

　　５０１-０６０６・岐阜県揖斐郡揖斐川町房島・ほﾞうじま

　　５０１-０７０４・岐阜県揖斐郡揖斐川町三倉・みくら

　　５０１-０６１９・岐阜県揖斐郡揖斐川町三輪・みわ

　　５０１-０８１３・岐阜県揖斐郡揖斐川町山手・やまて

　　５０１-０６０２・岐阜県揖斐郡揖斐川町若松・わかまつ

　　５０１-０６２３・岐阜県揖斐郡揖斐川町和田・わだ

　　５０１-０５００・岐阜県揖斐郡大野町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　５０１-０５２２・岐阜県揖斐郡大野町相羽・あいはﾞ

　　５０１-０５６４・岐阜県揖斐郡大野町麻生・あそう

　　５０１-０５０１・岐阜県揖斐郡大野町稲富・いなどみ

　　５０１-０５１１・岐阜県揖斐郡大野町稲畑・いなはﾞた

　　５０１-０５６１・岐阜県揖斐郡大野町牛洞・うしほﾞら

　　５０１-０５５２・岐阜県揖斐郡大野町大衣斐・おおえび

　　５０１-０５１３・岐阜県揖斐郡大野町大野・おおの

　　５０１-０５３５・岐阜県揖斐郡大野町加納・かのう

　　５０１-０５３１・岐阜県揖斐郡大野町上磯・かみいそ

　　５０１-０５１２・岐阜県揖斐郡大野町上秋・かんだけ

　　５０１-０５２４・岐阜県揖斐郡大野町郡家・ぐげ

　　５０１-０５５５・岐阜県揖斐郡大野町公郷・くごう

　　５０１-０５２１・岐阜県揖斐郡大野町黒野・くろの

　　５０１-０５５１・岐阜県揖斐郡大野町小衣斐・こえび

　　５０１-０５５４・岐阜県揖斐郡大野町五之里・ごのり

　　５０１-０５１５・岐阜県揖斐郡大野町桜大門・さくらだいもん

　　５０１-０５０３・岐阜県揖斐郡大野町寺内・じない

　　５０１-０５３２・岐阜県揖斐郡大野町下磯・しもいそ

　　５０１-０５２３・岐阜県揖斐郡大野町下方・しもがた

　　５０１-０５３４・岐阜県揖斐郡大野町下座倉・しもざぐら

　　５０１-０５６３・岐阜県揖斐郡大野町瀬古・せこ

　　５０１-０５６５・岐阜県揖斐郡大野町中之元・なかのもと

　　５０１-０５１４・岐阜県揖斐郡大野町西方・にしがた

　　５０１-０５０４・岐阜県揖斐郡大野町野・の

　　５０１-０５０２・岐阜県揖斐郡大野町古川・ふるかわ

　　５０１-０５３３・岐阜県揖斐郡大野町本庄・ほんじよう

　　５０１-０５６２・岐阜県揖斐郡大野町松山・まつやま

　　５０１-０５５３・岐阜県揖斐郡大野町南方・みなみがた

　　５０１-０５５６・岐阜県揖斐郡大野町領家・りようけ

　　５０１-０５２５・岐阜県揖斐郡大野町六里・ろくり

　　５０３-２４００・岐阜県揖斐郡池田町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　５０３-２４２３・岐阜県揖斐郡池田町青柳・あおやなぎ

　　５０３-２４２４・岐阜県揖斐郡池田町池野・いけの

　　５０３-２４２７・岐阜県揖斐郡池田町市橋・いちはじ

　　５０３-２４１５・岐阜県揖斐郡池田町上田・うえだ

　　５０３-２４０２・岐阜県揖斐郡池田町粕ケ原・かすがはら

　　５０３-２４２８・岐阜県揖斐郡池田町片山・かたやま

　　５０３-２４０５・岐阜県揖斐郡池田町願成寺・がんじようじ

　　５０３-２４１８・岐阜県揖斐郡池田町草深・くさぶか

　　５０３-２４０１・岐阜県揖斐郡池田町沓井・くつい

　　５０３-２４０４・岐阜県揖斐郡池田町小牛・こうじ

　　５０３-２４１９・岐阜県揖斐郡池田町小寺・こでら



　　５０３-２４１４・岐阜県揖斐郡池田町下東野・しもひがしの

　　５０３-２４１３・岐阜県揖斐郡池田町白鳥・しろとり

　　５０３-２４１１・岐阜県揖斐郡池田町杉野・すぎの

　　５０３-２４１２・岐阜県揖斐郡池田町砂畑・すなはﾞた

　　５０３-２４０３・岐阜県揖斐郡池田町田中・たなか

　　５０３-２４２２・岐阜県揖斐郡池田町田畑・たはﾞた

　　５０３-２４０８・岐阜県揖斐郡池田町段・だん

　　５０３-２４１６・岐阜県揖斐郡池田町萩原・はぎわら

　　５０３-２４０７・岐阜県揖斐郡池田町般若畑・はんにやはﾞた

　　５０３-２４２９・岐阜県揖斐郡池田町藤代・ふじしろ

　　５０３-２４０９・岐阜県揖斐郡池田町舟子・ふなご

　　５０３-２４１７・岐阜県揖斐郡池田町本郷・ほんごう

　　５０３-２４０６・岐阜県揖斐郡池田町宮地・みやじ

　　５０３-２４２１・岐阜県揖斐郡池田町山洞・やまほら

　　５０３-２４２６・岐阜県揖斐郡池田町八幡・やわた

　　５０３-２４２５・岐阜県揖斐郡池田町六之井・ろくのい

　　５０１-０４００・岐阜県本巣郡北方町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　５０１-０４２４・岐阜県本巣郡北方町朝日町・あさひまち

　　５０１-０４３２・岐阜県本巣郡北方町一本松・いつほﾟんまつ

　　５０１-０４２５・岐阜県本巣郡北方町加茂・かも

　　５０１-０４３１・岐阜県本巣郡北方町北方・きたがた

　　５０１-０４３４・岐阜県本巣郡北方町小柳・こやなぎ

　　５０１-０４２７・岐阜県本巣郡北方町栄町・さかえまち

　　５０１-０４２２・岐阜県本巣郡北方町芝原中町・しはﾞはらなかまち

　　５０１-０４２３・岐阜県本巣郡北方町芝原東町・しはﾞはらひがしまち

　　５０１-０４２１・岐阜県本巣郡北方町芝原西町・しはﾞはらにしまち

　　５０１-０４３７・岐阜県本巣郡北方町清水・しみず

　　５０１-０４４１・岐阜県本巣郡北方町曲路・すじかい

　　５０１-０４４２・岐阜県本巣郡北方町曲路東・すじかいひがじ

　　５０１-０４５８・岐阜県本巣郡北方町高屋・たかや

　　５０１-０４５２・岐阜県本巣郡北方町高屋石末・たかやいしずえ

　　５０１-０４５５・岐阜県本巣郡北方町高屋伊勢田・たかやいせでん

　　５０１-０４５４・岐阜県本巣郡北方町高屋白木・たかやしらき

　　５０１-０４５６・岐阜県本巣郡北方町高屋条里・たかやじようり

　　５０１-０４５７・岐阜県本巣郡北方町高屋太子・たかやたいじ

　　５０１-０４５１・岐阜県本巣郡北方町高屋勅使・たかやちよくじ

　　５０１-０４５３・岐阜県本巣郡北方町高屋分木・たかやぶんぎ

　　５０１-０４３３・岐阜県本巣郡北方町天狗堂・てんぐどう

　　５０１-０４４６・岐阜県本巣郡北方町柱本・はしらもと

　　５０１-０４４３・岐阜県本巣郡北方町柱本池之頭・はしらもといけのがしら

　　５０１-０４４４・岐阜県本巣郡北方町柱本白坪・はしらもとしらつほﾞ

　　５０１-０４４５・岐阜県本巣郡北方町柱本南・はしらもとみなみ

　　５０１-０４３９・岐阜県本巣郡北方町長谷川・はせがわ

　　５０１-０４３６・岐阜県本巣郡北方町長谷川西・はせがわにじ

　　５０１-０４３５・岐阜県本巣郡北方町春来町・はるきまち

　　５０１-０４２６・岐阜県本巣郡北方町東加茂・ひがしかも

　　５０１-０４３８・岐阜県本巣郡北方町平成・へいせい

　　５０１-０４２８・岐阜県本巣郡北方町若宮・わかみや

　　５０５-００００・岐阜県加茂郡坂祝町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　５０５-００７２・岐阜県加茂郡坂祝町大針・おおはり

　　５０５-００７６・岐阜県加茂郡坂祝町勝山・かつやま

　　５０５-００７３・岐阜県加茂郡坂祝町加茂山・かもやま

　　５０５-００７１・岐阜県加茂郡坂祝町黒岩・くろいわ

　　５０５-００７４・岐阜県加茂郡坂祝町酒倉・さかくら

　　５０５-００７５・岐阜県加茂郡坂祝町取組・とりくみ

　　５０５-００７７・岐阜県加茂郡坂祝町深萱・ふかがや

　　５０１-３３００・岐阜県加茂郡富加町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　５０１-３３０７・岐阜県加茂郡富加町大平賀・おおひらが

　　５０１-３３０６・岐阜県加茂郡富加町大山・おおやま

　　５０１-３３０１・岐阜県加茂郡富加町加治田・かじた

　　５０１-３３０４・岐阜県加茂郡富加町高畑・たかはた

　　５０１-３３０５・岐阜県加茂郡富加町滝田・たきだ

　　５０１-３３０３・岐阜県加茂郡富加町羽生・はにゆう

　　５０１-３３０２・岐阜県加茂郡富加町夕田・ゆうだ

　　５０９-０３００・岐阜県加茂郡川辺町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　５０９-０３０３・岐阜県加茂郡川辺町石神・いしがみ

　　５０９-０３０７・岐阜県加茂郡川辺町鹿塩・かしお

　　５０９-０３０２・岐阜県加茂郡川辺町上川辺・かみかわべ

　　５０９-０３０１・岐阜県加茂郡川辺町下麻生・しもあそう

　　５０９-０３１３・岐阜県加茂郡川辺町下飯田・しもいいだ



　　５０９-０３０６・岐阜県加茂郡川辺町下川辺・しもかわべ

　　５０９-０３１１・岐阜県加茂郡川辺町下吉田・しもよしだ

　　５０９-０３０４・岐阜県加茂郡川辺町中川辺・なかかわべ

　　５０９-０３１２・岐阜県加茂郡川辺町中野・なかの

　　５０９-０３０５・岐阜県加茂郡川辺町西栃井・にしとちい

　　５０９-０３１５・岐阜県加茂郡川辺町比久見・ひくみ

　　５０９-０３１４・岐阜県加茂郡川辺町福島・ふくしま

　　５０９-０４００・岐阜県加茂郡七宗町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　５０９-０５１１・岐阜県加茂郡七宗町神渕・かぶち

　　５０９-０４０１・岐阜県加茂郡七宗町上麻生・かみあそう

　　５０９-０４０２・岐阜県加茂郡七宗町川並・かわなみ

　　５０９-０４０３・岐阜県加茂郡七宗町中麻生・なかあそう

　　５０５-０３００・岐阜県加茂郡八百津町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　５０５-０３０３・岐阜県加茂郡八百津町伊岐津志・いぎつじ

　　５０５-０３０６・岐阜県加茂郡八百津町上飯田・かみいいだ

　　５０５-０３０４・岐阜県加茂郡八百津町上牧野・かみまきの

　　５０５-０４２３・岐阜県加茂郡八百津町上吉田・かみよしだ

　　５０５-０４２２・岐阜県加茂郡八百津町久田見・くたみ

　　５０５-０５３１・岐阜県加茂郡八百津町潮見・しおみ

　　５０５-０３０２・岐阜県加茂郡八百津町錦織・にしこおり

　　５０５-０３０７・岐阜県加茂郡八百津町野上・のがみ

　　５０５-０４２１・岐阜県加茂郡八百津町福地・ふくち

　　５０５-０５３２・岐阜県加茂郡八百津町南戸・みなと

　　５０５-０３０１・岐阜県加茂郡八百津町八百津・やおつ

　　５０５-０３０５・岐阜県加茂郡八百津町和知・わち

　　５０９-１１００・岐阜県加茂郡白川町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　５０９-１１１２・岐阜県加茂郡白川町赤河・あこう

　　５０９-１１０４・岐阜県加茂郡白川町和泉・いずみ

　　５０９-１１０７・岐阜県加茂郡白川町河東・かとう

　　５０９-１２２１・岐阜県加茂郡白川町上佐見・かみさみ

　　５０９-１１０５・岐阜県加茂郡白川町河岐・かわまた

　　５０９-１１１１・岐阜県加茂郡白川町切井・きりい

　　５０９-１４３１・岐阜県加茂郡白川町黒川・くろかわ

　　５０９-１１０６・岐阜県加茂郡白川町坂ノ東・さかのひがじ

　　５０９-１２２２・岐阜県加茂郡白川町下佐見・しもさみ

　　５０９-１１０１・岐阜県加茂郡白川町白山・しらやま

　　５０９-１１０２・岐阜県加茂郡白川町中川・なかがわ

　　５０９-１１０８・岐阜県加茂郡白川町広野・ひろの

　　５０９-１１１３・岐阜県加茂郡白川町三川・みかわ

　　５０９-１１０３・岐阜県加茂郡白川町水戸野・みどの

　　５０９-１３００・岐阜県加茂郡東白川村・・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　５０９-１３０１・岐阜県加茂郡東白川村越原・ おつはﾟら

　　５０９-１３０２・岐阜県加茂郡東白川村神土・ かんど

　　５０９-１３０３・岐阜県加茂郡東白川村五加・ ごか

　　５０５-０１００・岐阜県可児郡御嵩町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　５０５-０１１５・岐阜県可児郡御嵩町井尻・いじり

　　５０５-０１０４・岐阜県可児郡御嵩町謡坂・うとうざか

　　５０５-０１０１・岐阜県可児郡御嵩町大久後・おおくご

　　５０５-０１０６・岐阜県可児郡御嵩町小原・おはﾞら

　　５０５-０１２６・岐阜県可児郡御嵩町上恵土・かみえど

　　５０５-０１０７・岐阜県可児郡御嵩町上之郷・かみのごう

　　５０５-０１２２・岐阜県可児郡御嵩町顔戸・ごうど

　　５０５-０１０８・岐阜県可児郡御嵩町小和沢・こわさわ

　　５０５-０１０５・岐阜県可児郡御嵩町西洞・さいと

　　５０５-０１１１・岐阜県可児郡御嵩町次月・しつﾞき

　　５０５-０１１３・岐阜県可児郡御嵩町宿・しゆく

　　５０５-０１０３・岐阜県可児郡御嵩町津橋・つはﾞじ

　　５０５-０１２１・岐阜県可児郡御嵩町中・なか

　　５０５-０１１４・岐阜県可児郡御嵩町中切・なかぎり

　　５０５-０１２４・岐阜県可児郡御嵩町比衣・ひえ

　　５０５-０１２５・岐阜県可児郡御嵩町伏見・ふしみ

　　５０５-０１２３・岐阜県可児郡御嵩町古屋敷・ふるやしき

　　５０５-０１０２・岐阜県可児郡御嵩町前沢・まえざわ

　　５０５-０１１２・岐阜県可児郡御嵩町美佐野・みざの

　　５０５-０１１６・岐阜県可児郡御嵩町御嵩・みたけ

　　５０１-５６００・岐阜県大野郡白川村・・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　５０１-５６２２・岐阜県大野郡白川村芦倉・ あしくら

　　５０１-５６２５・岐阜県大野郡白川村飯島・ いいしま

　　５０１-５６２４・岐阜県大野郡白川村有家ケ原・ うけがはら

　　５０１-５６２８・岐阜県大野郡白川村大牧・ おおまき



　　５０１-５６２７・岐阜県大野郡白川村荻町・ おぎまち

　　５０１-５５０２・岐阜県大野郡白川村木谷・ きだに

　　５０１-５６２１・岐阜県大野郡白川村小白川・ こじらかわ

　　５０１-５６２６・岐阜県大野郡白川村島・ しま

　　５０１-５６２３・岐阜県大野郡白川村椿原・ つはﾞきはら

　　５０１-５５０３・岐阜県大野郡白川村長瀬・ ながせ

　　５０１-５６２９・岐阜県大野郡白川村鳩谷・ はとがや

　　５０１-５５０７・岐阜県大野郡白川村平瀬・ ひらせ

　　５０１-５５０４・岐阜県大野郡白川村福島・ ふくしま

　　５０１-５５０１・岐阜県大野郡白川村保木脇・ ほきわき

　　５０１-５６２０・岐阜県大野郡白川村馬狩・ まがり

　　５０１-５５０５・岐阜県大野郡白川村牧・ まき

　　５０１-５５０６・岐阜県大野郡白川村御母衣・ みほﾞろ




