
　　３７１-００００・群馬県前橋市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３７０-３５７３・群馬県前橋市青梨子町・あおなしまち

　　３７１-０８２６・群馬県前橋市青葉町・あおはﾞちよう

　　３７１-００５６・群馬県前橋市青柳町・あおやぎまち

　　３７１-０８１１・群馬県前橋市朝倉町・あさくらまち

　　３７１-０８３２・群馬県前橋市朝日が丘町・あさひがおかまち

　　３７１-００１４・群馬県前橋市朝日町・あさひちよう

　　３７９-２１５４・群馬県前橋市天川大島町・あまがわおおしままち

　　３７１-０８０３・群馬県前橋市天川原町・あまがわはﾞらまち

　　３７１-０８０２・群馬県前橋市天川町・あまがわまち

　　３７９-２１１２・群馬県前橋市新井町・あらいまち

　　３７９-２１０７・群馬県前橋市荒口町・あらくちまち

　　３７９-２１０６・群馬県前橋市荒子町・あらこまち

　　３７１-００４４・群馬県前橋市荒牧町・あらまきまち

　　３７９-２１１１・群馬県前橋市飯土井町・いいどいまち

　　３７０-３５７１・群馬県前橋市池端町・いけはたまち

　　３７１-０８４１・群馬県前橋市石倉町・いしくらまち

　　３７１-０００６・群馬県前橋市石関町・いしぜきまち

　　３７９-２１０１・群馬県前橋市泉沢町・いずみさわまち

　　３７１-０２４５・群馬県前橋市市之関町・いちのせきまち

　　３７９-２１１６・群馬県前橋市今井町・いまいまち

　　３７１-００３５・群馬県前橋市岩神町・いわがみまち

　　３７９-２１１５・群馬県前橋市笂井町・うつほﾞいまち

　　３７１-０００２・群馬県前橋市江木町・えぎまち

　　３７１-０８３６・群馬県前橋市江田町・えだまち

　　３７１-０２２３・群馬県前橋市大胡町・おおごまち

　　３７１-００２６・群馬県前橋市大手町・おおてまち

　　３７１-０８２５・群馬県前橋市大利根町・おおとねまち

　　３７１-０８４７・群馬県前橋市大友町・おおどもまち

　　３７１-０２４３・群馬県前橋市大前田町・おおまえたまち

　　３７１-０８５４・群馬県前橋市大渡町・おおわたりまち

　　３７１-０００１・群馬県前橋市荻窪町・おぎくほﾞまち

　　３７９-２１６３・群馬県前橋市女屋町・おなやまち

　　３７１-００２４・群馬県前橋市表町・おもてちよう

　　３７１-０２４６・群馬県前橋市柏倉町・かしわぐらまち

　　３７１-０２０６・群馬県前橋市粕川町新屋・かすかわまちあらや

　　３７１-０２０７・群馬県前橋市粕川町稲里・かすかわまちいなさと

　　３７１-０２１４・群馬県前橋市粕川町女渕・かすかわまちおなぶち

　　３７１-０２１１・群馬県前橋市粕川町上東田面・かすかわまちかみひがしたなほﾞ

　　３７１-０２１６・群馬県前橋市粕川町込皆戸・かすかわまちこみがいと

　　３７１-０２１２・群馬県前橋市粕川町下東田面・かすかわまちしもひがしたなほﾞ

　　３７１-０２０４・群馬県前橋市粕川町膳・かすかわまちぜん

　　３７１-０２０３・群馬県前橋市粕川町月田・かすかわまちつきだ

　　３７１-０２０５・群馬県前橋市粕川町中・かすかわまちなか

　　３７１-０２０１・群馬県前橋市粕川町中之沢・かすかわまちなかのさわ

　　３７１-０２１７・群馬県前橋市粕川町西田面・かすかわまちにしたなほﾞ

　　３７１-０２１３・群馬県前橋市粕川町一日市・かすかわまちひといち

　　３７１-０２１５・群馬県前橋市粕川町深津・かすかわまちふかつﾞ

　　３７１-０２１８・群馬県前橋市粕川町前皆戸・かすかわまちまえがいと

　　３７１-０２０２・群馬県前橋市粕川町室沢・かすかわまちむろさわ

　　３７１-０１２４・群馬県前橋市勝沢町・かつさわまち

　　３７１-０１２１・群馬県前橋市金丸町・かなまるまち

　　３７０-３５７２・群馬県前橋市上青梨子町・かみあおなしまち

　　３７１-０００７・群馬県前橋市上泉町・かみいずみまち

　　３７９-２１５３・群馬県前橋市上大島町・かみおおしままち

　　３７１-０２２２・群馬県前橋市上大屋町・かみおおやまち

　　３７１-００５２・群馬県前橋市上沖町・かみおきまち

　　３７１-００３７・群馬県前橋市上小出町・かみこいでまち

　　３７１-０８１６・群馬県前橋市上佐鳥町・かみさどりまち

　　３７１-０８２１・群馬県前橋市上新田町・かみしんでんまち

　　３７９-２１６５・群馬県前橋市上長磯町・かみながいそまち

　　３７１-００５１・群馬県前橋市上細井町・かみほそいまち

　　３７９-２１１４・群馬県前橋市上増田町・かみますだまち

　　３７１-０００４・群馬県前橋市亀泉町・かめいずみまち

　　３７９-２１４７・群馬県前橋市亀里町・かめさとまち

　　３７１-００４１・群馬県前橋市川端町・かわはﾞたまち

　　３７１-００４６・群馬県前橋市川原町・かわはらまち

　　３７１-０８２３・群馬県前橋市川曲町・かわまがりまち

　　３７１-０２２４・群馬県前橋市河原浜町・かわらはままち

　　３７９-２１０３・群馬県前橋市神沢の森・かんざわのもり
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　　３７１-００５５・群馬県前橋市北代田町・きたしろたまち

　　３７０-３５７４・群馬県前橋市清野町・きよのまち

　　３７９-２１４６・群馬県前橋市公田町・くでんまち

　　３７１-０８３１・群馬県前橋市小相木町・こあいぎまち

　　３７１-００２５・群馬県前橋市紅雲町・こううんちよう

　　３７１-００５３・群馬県前橋市幸塚町・こうつﾞかまち

　　３７１-０８１３・群馬県前橋市後閑町・ごかんまち

　　３７１-００３３・群馬県前橋市国領町・こくりようまち

　　３７１-０８３４・群馬県前橋市後家町・ごけまち

　　３７１-０１２２・群馬県前橋市小坂子町・こざかしまち

　　３７９-２１６２・群馬県前橋市小島田町・こじまたまち

　　３７１-０１３４・群馬県前橋市小神明町・こじんめいまち

　　３７１-０１３２・群馬県前橋市五代町・ごだいまち

　　３７９-２１２２・群馬県前橋市駒形町・こまがたまち

　　３７９-２１２１・群馬県前橋市小屋原町・こやはらまち

　　３７９-２１２３・群馬県前橋市山王町・さんのうまち

　　３７１-００３６・群馬県前橋市敷島町・しきしまちよう

　　３７９-２１４２・群馬県前橋市下阿内町・しもあうちまち

　　３７１-０８４２・群馬県前橋市下石倉町・しもいしくらまち

　　３７９-２１５２・群馬県前橋市下大島町・しもおおしままち

　　３７９-２１０２・群馬県前橋市下大屋町・しもおおやまち

　　３７１-００１１・群馬県前橋市下沖町・しもおきまち

　　３７９-２１４４・群馬県前橋市下川町・しもかわまち

　　３７１-００３１・群馬県前橋市下小出町・しもこいでまち

　　３７１-０８１５・群馬県前橋市下佐鳥町・しもさどりまち

　　３７１-０８２２・群馬県前橋市下新田町・しもしんでんまち

　　３７９-２１５１・群馬県前橋市下長磯町・しもながいそまち

　　３７１-００５４・群馬県前橋市下細井町・しもほそいまち

　　３７９-２１１３・群馬県前橋市下増田町・しもますだまち

　　３７１-００１６・群馬県前橋市城東町・じようとうまち

　　３７１-００３４・群馬県前橋市昭和町・しようわまち

　　３７１-０８４３・群馬県前橋市新前橋町・しんまえはﾞしまち

　　３７１-００２１・群馬県前橋市住吉町・すみよしちよう

　　３７１-００４７・群馬県前橋市関根町・せきねまち

　　３７１-０８５３・群馬県前橋市総社町・そうじやまち

　　３７１-０８５１・群馬県前橋市総社町植野・そうじやまちうえの

　　３７１-０８５８・群馬県前橋市総社町桜が丘・そうじやまちさくらがおか

　　３７１-０８５２・群馬県前橋市総社町総社・そうじやまちそうじや

　　３７１-０８５６・群馬県前橋市総社町高井・そうじやまちたかい

　　３７１-０８５７・群馬県前橋市高井町・たかいまち

　　３７１-０１２３・群馬県前橋市高花台・たかはなだい

　　３７１-０２３５・群馬県前橋市滝窪町・たきくほﾞまち

　　３７１-００４８・群馬県前橋市田口町・たぐちまち

　　３７１-００２２・群馬県前橋市千代田町・ちよだまち

　　３７１-０００３・群馬県前橋市堤町・つつみまち

　　３７９-２１０８・群馬県前橋市鶴が谷町・つるがやまち

　　３７９-２１４１・群馬県前橋市鶴光路町・つるこうじまち

　　３７１-０８２４・群馬県前橋市稲荷新田町・とうかしんでんまち

　　３７９-２１３５・群馬県前橋市徳丸町・とくまるまち

　　３７１-０１３１・群馬県前橋市鳥取町・とつとりまち

　　３７９-２１６１・群馬県前橋市富田町・とみだまち

　　３７１-０８４５・群馬県前橋市鳥羽町・とりはﾞまち

　　３７１-０８５５・群馬県前橋市問屋町・とんやまち

　　３７１-０２４１・群馬県前橋市苗ケ島町・なえがしままち

　　３７９-２１３３・群馬県前橋市中内町・なかうちまち

　　３７１-００４３・群馬県前橋市南橘町・なんきつまち

　　３７９-２１４３・群馬県前橋市新堀町・にいほﾞりまち

　　３７９-２１０４・群馬県前橋市西大室町・にしおおむろまち

　　３７１-００１３・群馬県前橋市西片貝町・にしかたかいまち

　　３７９-２１３１・群馬県前橋市西善町・にしぜんまち

　　３７１-００４２・群馬県前橋市日輪寺町・にちりんじまち

　　３７９-２１１７・群馬県前橋市二之宮町・にのみやまち

　　３７１-０８１７・群馬県前橋市ぬで島町・ぬでじままち

　　３７９-２１６６・群馬県前橋市野中町・のなかまち

　　３７１-０１３３・群馬県前橋市端気町・はけまち

　　３７１-０８３７・群馬県前橋市箱田町・はこだまち

　　３７１-０２４４・群馬県前橋市鼻毛石町・はなげいしまち

　　３７１-０２４２・群馬県前橋市馬場町・はﾞはﾞまち

　　３７９-２１６４・群馬県前橋市東上野町・ひがしうえのまち

　　３７９-２１０５・群馬県前橋市東大室町・ひがしおおむろまち



　　３７１-００１２・群馬県前橋市東片貝町・ひがしかたかいまち

　　３７１-０２３４・群馬県前橋市東金丸町・ひがしかなまるまち

　　３７９-２１３２・群馬県前橋市東善町・ひがしぜんまち

　　３７１-０８３３・群馬県前橋市光が丘町・ひかりがおかまち

　　３７１-０２２１・群馬県前橋市樋越町・ひごしまち

　　３７１-００１７・群馬県前橋市日吉町・ひよしちよう

　　３７１-０８１２・群馬県前橋市広瀬町・ひろせちよう

　　３７１-０１０１・群馬県前橋市富士見町赤城山・ふじみまちあかぎさん

　　３７１-０１０５・群馬県前橋市富士見町石井・ふじみまちいしい

　　３７１-０１０６・群馬県前橋市富士見町市之木場・ふじみまちいちのきはﾞ

　　３７１-０１１３・群馬県前橋市富士見町漆窪・ふじみまちうるくほﾞ

　　３７１-０１１５・群馬県前橋市富士見町小沢・ふじみまちおざわ

　　３７１-０１０３・群馬県前橋市富士見町小暮・ふじみまちこぐれ

　　３７１-０１１１・群馬県前橋市富士見町米野・ふじみまちこめの

　　３７１-０１１４・群馬県前橋市富士見町田島・ふじみまちたじま

　　３７１-０１０４・群馬県前橋市富士見町時沢・ふじみまちときざわ

　　３７１-０１１６・群馬県前橋市富士見町原之郷・ふじみまちはらのごう

　　３７１-０１１２・群馬県前橋市富士見町引田・ふじみまちひきだ

　　３７１-０１０２・群馬県前橋市富士見町皆沢・ふじみまちみなざわ

　　３７１-０１０７・群馬県前橋市富士見町山口・ふじみまちやまぐち

　　３７１-０１１７・群馬県前橋市富士見町横室・ふじみまちよこむろ

　　３７１-０８４４・群馬県前橋市古市町・ふるいちまち

　　３７１-０８０１・群馬県前橋市文京町・ぶんきようちよう

　　３７１-００２７・群馬県前橋市平和町・へいわまち

　　３７９-２１３６・群馬県前橋市房丸町・ほﾞうまるまち

　　３７１-０２３１・群馬県前橋市堀越町・ほりこしまち

　　３７１-０００５・群馬県前橋市堀之下町・ほりのしたまち

　　３７１-００２３・群馬県前橋市本町・ほんまち

　　３７１-０８３５・群馬県前橋市前箱田町・まえはこだまち

　　３７１-００１５・群馬県前橋市三河町・みかわちよう

　　３７１-００１８・群馬県前橋市三俣町・みつまたまち

　　３７１-００４５・群馬県前橋市緑が丘町・みどりがおかまち

　　３７１-０８０５・群馬県前橋市南町・みなみちよう

　　３７１-０１２５・群馬県前橋市嶺町・みねまち

　　３７１-０８１４・群馬県前橋市宮地町・みやじまち

　　３７１-０２４７・群馬県前橋市三夜沢町・みよさわまち

　　３７１-０２３２・群馬県前橋市茂木町・もとぎまち

　　３７１-０８４６・群馬県前橋市元総社町・もとそうじやまち

　　３７１-０２３３・群馬県前橋市横沢町・よこざわまち

　　３７９-２１４５・群馬県前橋市横手町・よこてまち

　　３７９-２１３４・群馬県前橋市力丸町・りきまるまち

　　３７１-００５７・群馬県前橋市龍蔵寺町・りゆうぞうじまち

　　３７１-０８０４・群馬県前橋市六供町・ろつくまち

　　３７１-００３２・群馬県前橋市若宮町・わかみやちよう

　　３７０-００００・群馬県高崎市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３７０-０８１１・群馬県高崎市相生町・あいおいちよう

　　３７０-０８１８・群馬県高崎市赤坂町・あかさかまち

　　３７０-１２１１・群馬県高崎市阿久津町・あくつまち

　　３７０-００５２・群馬県高崎市旭町・あさひちよう

　　３７０-３５３１・群馬県高崎市足門町・あしかどまち

　　３７０-００４５・群馬県高崎市東町・あずまちよう

　　３７０-０８３１・群馬県高崎市あら町・あらまち

　　３７０-００６３・群馬県高崎市飯玉町・いいだままち

　　３７０-００６９・群馬県高崎市飯塚町・いいつﾞかまち

　　３７０-０８６４・群馬県高崎市石原町・いしはらまち

　　３７０-３５３４・群馬県高崎市井出町・いでまち

　　３７０-００６２・群馬県高崎市稲荷町・いなりちよう

　　３７０-０００４・群馬県高崎市井野町・いのまち

　　３７０-００４４・群馬県高崎市岩押町・いわおしまち

　　３７０-１２０８・群馬県高崎市岩鼻町・いわはなまち

　　３７０-００６７・群馬県高崎市請地町・うけちまち

　　３７０-３５１８・群馬県高崎市後疋間町・うしろひきままち

　　３７０-０８０７・群馬県高崎市歌川町・うたがわちよう

　　３７０-００４６・群馬県高崎市江木町・えぎまち

　　３７０-００１２・群馬県高崎市大沢町・おおさわまち

　　３７０-０８０３・群馬県高崎市大橋町・おおはしまち

　　３７０-００７２・群馬県高崎市大八木町・おおやぎまち

　　３７０-００８６・群馬県高崎市沖町・おきまち

　　３７０-００４２・群馬県高崎市貝沢町・かいざわまち

　　３７０-０８３８・群馬県高崎市鍛冶町・かじちよう



　　３７０-０８６２・群馬県高崎市片岡町・かたおかまち

　　３７０-０８１４・群馬県高崎市嘉多町・かたまち

　　３７０-０８８２・群馬県高崎市金井淵町・かないぶちまち

　　３７０-３５１１・群馬県高崎市金古町・かねこまち

　　３７０-３３３５・群馬県高崎市上大島町・かみおおしままち

　　３７０-００３１・群馬県高崎市上大類町・かみおおるいまち

　　３７０-００７８・群馬県高崎市上小鳥町・かみことりまち

　　３７０-００７７・群馬県高崎市上小塙町・かみこはﾞなまち

　　３７０-３３４５・群馬県高崎市上里見町・かみさとみまち

　　３７０-０８５７・群馬県高崎市上佐野町・かみさのまち

　　３７０-００２７・群馬県高崎市上滝町・かみたきまち

　　３７０-０８７１・群馬県高崎市上豊岡町・かみとよおかまち

　　３７０-０８５１・群馬県高崎市上中居町・かみなかいまち

　　３７０-０８０１・群馬県高崎市上並榎町・かみなみえまち

　　３７０-３３４６・群馬県高崎市上室田町・かみむろだまち

　　３７０-０８０６・群馬県高崎市上和田町・かみわだまち

　　３７０-００８４・群馬県高崎市菊地町・きくちﾞまち

　　３７０-００８２・群馬県高崎市北新波町・きたあらなみまち

　　３７０-０８７２・群馬県高崎市北久保町・きたくほﾞまち

　　３７０-００５６・群馬県高崎市北通町・きたとおりまち

　　３７０-３５１３・群馬県高崎市北原町・きたはらまち

　　３７０-０８４２・群馬県高崎市北双葉町・きたふたはﾞちよう

　　３７０-１２１２・群馬県高崎市木部町・きべまち

　　３７０-００１１・群馬県高崎市京目町・きようめまち

　　３７０-００８８・群馬県高崎市行力町・ぎようりきまち

　　３７０-００５８・群馬県高崎市九蔵町・くぞうまち

　　３７０-１２０１・群馬県高崎市倉賀野町・くらがのまち

　　３７０-３４０４・群馬県高崎市倉渕町岩氷・くらぶちまちいわこおり

　　３７０-３４０５・群馬県高崎市倉渕町川浦・くらぶちまちかわうら

　　３７０-３４０１・群馬県高崎市倉渕町権田・くらぶちまちごんだ

　　３７０-３４０２・群馬県高崎市倉渕町三ノ倉・くらぶちまちさんのくら

　　３７０-３４０３・群馬県高崎市倉渕町水沼・くらぶちまちみずぬま

　　３７０-１２０５・群馬県高崎市栗崎町・くりざきまち

　　３７０-０８８３・群馬県高崎市剣崎町・けんざきまち

　　３７０-３３３６・群馬県高崎市神戸町・ごうどまち

　　３７０-００７１・群馬県高崎市小八木町・こやぎまち

　　３７０-０８４１・群馬県高崎市栄町・さかえちよう

　　３７０-０８５６・群馬県高崎市佐野窪町・さのくほﾞまち

　　３７０-０８２７・群馬県高崎市鞘町・さやちよう

　　３７０-０８４５・群馬県高崎市新後閑町・しごかまち

　　３７０-００３５・群馬県高崎市柴崎町・しはﾞさきまち

　　３７０-００６４・群馬県高崎市芝塚町・しはﾞつﾞかまち

　　３７０-００１５・群馬県高崎市島野町・しまのまち

　　３７０-０８８６・群馬県高崎市下大島町・しもおおしままち

　　３７０-００３４・群馬県高崎市下大類町・しもおおるいまち

　　３７０-００７４・群馬県高崎市下小鳥町・しもことりまち

　　３７０-００７６・群馬県高崎市下小塙町・しもこはﾞなまち

　　３７０-００２５・群馬県高崎市下斉田町・しもさいだまち

　　３７０-３３４３・群馬県高崎市下里見町・しもさとみまち

　　３７０-０８５５・群馬県高崎市下佐野町・しもさのまち

　　３７０-００２６・群馬県高崎市下滝町・しもたきまち

　　３７０-０８７３・群馬県高崎市下豊岡町・しもとよおかまち

　　３７０-０８５３・群馬県高崎市下中居町・しもなかいまち

　　３７０-０８５４・群馬県高崎市下之城町・しものじようまち

　　３７０-３３４２・群馬県高崎市下室田町・しもむろだまち

　　３７０-０８３７・群馬県高崎市下横町・しもよこちよう

　　３７０-０８４６・群馬県高崎市下和田町・しもわだまち

　　３７０-３３３１・群馬県高崎市十文字町・じゆうもんじまち

　　３７０-００３２・群馬県高崎市宿大類町・しゆくおおるいまち

　　３７０-００２２・群馬県高崎市宿横手町・しゆくよこてまち

　　３７０-０００８・群馬県高崎市正観寺町・しようかんじまち

　　３７０-００６８・群馬県高崎市昭和町・しようわまち

　　３７０-３３３２・群馬県高崎市白岩町・しらいわまち

　　３７０-０８２５・群馬県高崎市白銀町・しろがねちよう

　　３７０-０８６６・群馬県高崎市城山町・しろやままち

　　３７０-０８２１・群馬県高崎市新紺屋町・しんこんやまち

　　３７０-００５４・群馬県高崎市真町・しんちよう

　　３７０-０８３３・群馬県高崎市新田町・しんでんまち

　　３７０-０００３・群馬県高崎市新保田中町・しんほﾞたなかまち

　　３７０-００１８・群馬県高崎市新保町・しんほﾞまち



　　３７０-１３０１・群馬県高崎市新町・しんまち

　　３７０-００６５・群馬県高崎市末広町・すえひろちよう

　　３７０-３５２２・群馬県高崎市菅谷町・すがやまち

　　３７０-０８３２・群馬県高崎市砂賀町・すながちよう

　　３７０-０８０４・群馬県高崎市住吉町・すみよしちよう

　　３７０-０８１７・群馬県高崎市堰代町・せきしろちよう

　　３７０-１２０６・群馬県高崎市台新田町・だいしんでんまち

　　３７０-０８０５・群馬県高崎市台町・だいまち

　　３７０-００４７・群馬県高崎市高砂町・たかさごちよう

　　３７０-００４３・群馬県高崎市高関町・たかぜきまち

　　３７０-３３３３・群馬県高崎市高浜町・たかはままち

　　３７０-０８２９・群馬県高崎市高松町・たかまつちよう

　　３７０-０８３５・群馬県高崎市竜見町・たつみちよう

　　３７０-０８２４・群馬県高崎市田町・たまち

　　３７０-３５１５・群馬県高崎市塚田町・つかだまち

　　３７０-００７５・群馬県高崎市筑縄町・つくなわまち

　　３７０-００５９・群馬県高崎市椿町・つはﾞきちよう

　　３７０-０８４８・群馬県高崎市鶴見町・つるみちよう

　　３７０-０８６５・群馬県高崎市寺尾町・てらおまち

　　３７０-００６１・群馬県高崎市天神町・てんじんちよう

　　３７０-３５１６・群馬県高崎市稲荷台町・とうかだいまち

　　３７０-００５３・群馬県高崎市通町・とおりまち

　　３７０-０８１６・群馬県高崎市常盤町・ときわちよう

　　３７０-０００６・群馬県高崎市問屋町・とんやまち

　　３７０-０００７・群馬県高崎市問屋町西・とんやまちにじ

　　３７０-３５２４・群馬県高崎市中泉町・なかいずみまち

　　３７０-０８５２・群馬県高崎市中居町・なかいまち

　　３７０-００３３・群馬県高崎市中大類町・なかおおるいまち

　　３７０-０００１・群馬県高崎市中尾町・なかおまち

　　３７０-０８２３・群馬県高崎市中紺屋町・なかこんやまち

　　３７０-３５３２・群馬県高崎市中里町・なかざとまち

　　３７０-３３４４・群馬県高崎市中里見町・なかさとみまち

　　３７０-００２３・群馬県高崎市中島町・なかじままち

　　３７０-０８７４・群馬県高崎市中豊岡町・なかとよおかまち

　　３７０-３３４７・群馬県高崎市中室田町・なかむろだまち

　　３７０-０８０２・群馬県高崎市並榎町・なみえまち

　　３７０-０８１２・群馬県高崎市成田町・なりたちよう

　　３７０-３５１２・群馬県高崎市西国分町・にしこくぶまち

　　３７０-００１７・群馬県高崎市西島町・にしじままち

　　３７０-００２１・群馬県高崎市西横手町・にしよこてまち

　　３７０-００４８・群馬県高崎市日光町・につこうちよう

　　３７０-１２１４・群馬県高崎市根小屋町・ねごやまち

　　３７０-０８６７・群馬県高崎市乗附町・のつけまち

　　３７０-００１３・群馬県高崎市萩原町・はぎわらまち

　　３７０-０８６８・群馬県高崎市鼻高町・はなだかまち

　　３７０-００８１・群馬県高崎市浜川町・はまがわまち

　　３７０-０００５・群馬県高崎市浜尻町・はまじりまち

　　３７０-３３４８・群馬県高崎市榛名湖町・はるなこまち

　　３７０-３３４１・群馬県高崎市榛名山町・はるなさんまち

　　３７０-００４１・群馬県高崎市東貝沢町・ひがしかいざわまち

　　３７０-３５１４・群馬県高崎市東国分町・ひがしこくぶまち

　　３７０-１２０４・群馬県高崎市東中里町・ひがしなかさとまち

　　３７０-３５１７・群馬県高崎市引間町・ひきままち

　　３７０-０８６３・群馬県高崎市聖石町・ひじりいしまち

　　３７０-０００２・群馬県高崎市日高町・ひだかまち

　　３７０-０８３９・群馬県高崎市檜物町・ひものちよう

　　３７０-３５１９・群馬県高崎市冷水町・ひやみずまち

　　３７０-３５２３・群馬県高崎市福島町・ふくしままち

　　３７０-０８７５・群馬県高崎市藤塚町・ふじつﾞかまち

　　３７０-０８４３・群馬県高崎市双葉町・ふたはﾞちよう

　　３７０-３５３３・群馬県高崎市保渡田町・ほどたまち

　　３７０-３３３４・群馬県高崎市本郷町・ほんごうまち

　　３７０-０８８１・群馬県高崎市町屋町・まちやまち

　　３７０-３１０２・群馬県高崎市箕郷町生原・みさとまちおいはﾞら

　　３７０-３１０１・群馬県高崎市箕郷町柏木沢・みさとまちかしわぎざわ

　　３７０-３１１４・群馬県高崎市箕郷町金敷平・みさとまちかなしきだいら

　　３７０-３１０４・群馬県高崎市箕郷町上芝・みさとまちかみしはﾞ

　　３７０-３１０３・群馬県高崎市箕郷町下芝・みさとまちしもしはﾞ

　　３７０-３１１７・群馬県高崎市箕郷町白川・みさとまちしらかわ

　　３７０-３１１２・群馬県高崎市箕郷町善地・みさとまちぜんじ



　　３７０-３１１５・群馬県高崎市箕郷町富岡・みさとまちとみおか

　　３７０-３１１１・群馬県高崎市箕郷町中野・みさとまちなかの

　　３７０-３１０５・群馬県高崎市箕郷町西明屋・みさとまちにしあきや

　　３７０-３１０６・群馬県高崎市箕郷町東明屋・みさとまちひがしあきや

　　３７０-３１１３・群馬県高崎市箕郷町松之沢・みさとまちまつのさわ

　　３７０-３１０７・群馬県高崎市箕郷町矢原・みさとまちやはﾞら

　　３７０-３１１６・群馬県高崎市箕郷町和田山・みさとまちわだやま

　　３７０-３３３７・群馬県高崎市三ツ子沢町・みつごさわまち

　　３７０-３５２５・群馬県高崎市三ツ寺町・みつでらまち

　　３７０-００７３・群馬県高崎市緑町・みどりちよう

　　３７０-００８３・群馬県高崎市南新波町・みなみあらなみまち

　　３７０-００３６・群馬県高崎市南大類町・みなみおおるいまち

　　３７０-０８３４・群馬県高崎市南町・みなみちよう

　　３７０-３３３８・群馬県高崎市宮沢町・みやざわまち

　　３７０-１２０２・群馬県高崎市宮原町・みやはらまち

　　３７０-０８２８・群馬県高崎市宮元町・みやもとちよう

　　３７０-３５２１・群馬県高崎市棟高町・むなだかまち

　　３７０-００５７・群馬県高崎市元紺屋町・もとこんやまち

　　３７０-００１４・群馬県高崎市元島名町・もとしまなまち

　　３７０-０８１３・群馬県高崎市本町・もとまち

　　３７０-０８４９・群馬県高崎市八島町・やしまちよう

　　３７０-００１６・群馬県高崎市矢島町・やじままち

　　３７０-０８６１・群馬県高崎市八千代町・やちよまち

　　３７０-１２０３・群馬県高崎市矢中町・やなかまち

　　３７０-０８１５・群馬県高崎市柳川町・やながわちよう

　　３７０-００６６・群馬県高崎市山田町・やまだちよう

　　３７０-１２１３・群馬県高崎市山名町・やまなまち

　　３７０-００２４・群馬県高崎市八幡原町・やわたはﾞらまち

　　３７０-０８８４・群馬県高崎市八幡町・やわたまち

　　３７０-００５１・群馬県高崎市弓町・ゆみちよう

　　３７０-２１０７・群馬県高崎市吉井町池・よしいまちいけ

　　３７０-２１１４・群馬県高崎市吉井町石神・よしいまちいしがみ

　　３７０-２１０３・群馬県高崎市吉井町岩井・よしいまちいわい

　　３７０-２１３１・群馬県高崎市吉井町岩崎・よしいまちいわざき

　　３７０-２１２５・群馬県高崎市吉井町大沢・よしいまちおおさわ

　　３７０-２１１１・群馬県高崎市吉井町小串・よしいまちおぐじ

　　３７０-２１３５・群馬県高崎市吉井町片山・よしいまちかたやま

　　３７０-２１３９・群馬県高崎市吉井町上奥平・よしいまちかみおくだいら

　　３７０-２１１２・群馬県高崎市吉井町黒熊・よしいまちくろくま

　　３７０-２１０２・群馬県高崎市吉井町小暮・よしいまちこぐれ

　　３７０-２１３６・群馬県高崎市吉井町小棚・よしいまちこたな

　　３７０-２１３７・群馬県高崎市吉井町坂口・よしいまちさかぐち

　　３７０-２１２４・群馬県高崎市吉井町塩・よしいまちしお

　　３７０-２１３４・群馬県高崎市吉井町塩川・よしいまちしおがわ

　　３７０-２１３８・群馬県高崎市吉井町下奥平・よしいまちしもおくだいら

　　３７０-２１２１・群馬県高崎市吉井町下長根・よしいまちしもながね

　　３７０-２１２３・群馬県高崎市吉井町神保・よしいまちじんほﾞ

　　３７０-２１１５・群馬県高崎市吉井町多比良・よしいまちたいら

　　３７０-２１２２・群馬県高崎市吉井町高・よしいまちたか

　　３７０-２１１６・群馬県高崎市吉井町多胡・よしいまちたご

　　３７０-２１０５・群馬県高崎市吉井町中島・よしいまちなかじま

　　３７０-２１２７・群馬県高崎市吉井町長根・よしいまちながね

　　３７０-２１０１・群馬県高崎市吉井町南陽台・よしいまちなんようだい

　　３７０-２１２６・群馬県高崎市吉井町東谷・よしいまちひがしや

　　３７０-２１１３・群馬県高崎市吉井町深沢・よしいまちふかさわ

　　３７０-２１２８・群馬県高崎市吉井町本郷・よしいまちほんごう

　　３７０-２１０４・群馬県高崎市吉井町馬庭・よしいまちまにわ

　　３７０-２１０６・群馬県高崎市吉井町矢田・よしいまちやた

　　３７０-２１３２・群馬県高崎市吉井町吉井・よしいまちよしい

　　３７０-２１３３・群馬県高崎市吉井町吉井川・よしいまちよしいかわ

　　３７０-０８１９・群馬県高崎市四ツ屋町・よつやまち

　　３７０-０８２２・群馬県高崎市寄合町・よりあいちよう

　　３７０-００５５・群馬県高崎市羅漢町・らかんちよう

　　３７０-００８７・群馬県高崎市楽間町・らくままち

　　３７０-０８２６・群馬県高崎市連雀町・れんじやくちよう

　　３７０-０８８５・群馬県高崎市若田町・わかたまち

　　３７０-０８３６・群馬県高崎市若松町・わかまつちよう

　　３７０-００８５・群馬県高崎市我峰町・わがみねまち

　　３７０-０８４４・群馬県高崎市和田多中町・わだたなかまち

　　３７０-１２０７・群馬県高崎市綿貫町・わたぬきまち



　　３７０-０８４７・群馬県高崎市和田町・わだまち

　　３７６-００００・群馬県桐生市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３７６-００１１・群馬県桐生市相生町・あいおいちよう

　　３７６-００３７・群馬県桐生市旭町・あさひちよう

　　３７６-００３２・群馬県桐生市東町・あずまちよう

　　３７６-００３３・群馬県桐生市泉町・いずみちよう

　　３７６-００２２・群馬県桐生市稲荷町・いなりちよう

　　３７６-０６０１・群馬県桐生市梅田町・うめだちよう

　　３７６-００４４・群馬県桐生市永楽町・えいらくちよう

　　３７６-００２４・群馬県桐生市織姫町・おりひめちよう

　　３７６-００４１・群馬県桐生市川内町・かわうちちよう

　　３７６-００３６・群馬県桐生市川岸町・かわぎしちよう

　　３７６-００２６・群馬県桐生市清瀬町・きよせちよう

　　３７６-０１４５・群馬県桐生市黒保根町上田沢・くろほねちようかみたざわ

　　３７６-０１４４・群馬県桐生市黒保根町下田沢・くろほねちようしもたざわ

　　３７６-０１４３・群馬県桐生市黒保根町宿廻・くろほねちようしゆくめぐり

　　３７６-０１４１・群馬県桐生市黒保根町水沼・くろほねちようみずぬま

　　３７６-０１４２・群馬県桐生市黒保根町八木原・くろほねちようやぎはら

　　３７６-０００４・群馬県桐生市小梅町・こうめちよう

　　３７６-００４３・群馬県桐生市小曾根町・こそねちよう

　　３７６-０００３・群馬県桐生市琴平町・ことひらちよう

　　３７６-０００２・群馬県桐生市境野町・さかいのちよう

　　３７６-００１２・群馬県桐生市桜木町・さくらぎちよう

　　３７６-０００６・群馬県桐生市新宿・しんしゆく

　　３７６-００４５・群馬県桐生市末広町・すえひろちよう

　　３７６-００３８・群馬県桐生市高砂町・たかさごちよう

　　３７６-００４２・群馬県桐生市堤町・つつみちよう

　　３７６-００５２・群馬県桐生市天神町・てんじんちよう

　　３７６-００２１・群馬県桐生市巴町・ともえちよう

　　３７６-００３５・群馬県桐生市仲町・なかまち

　　３７６-０１３７・群馬県桐生市新里町赤城山・にいさとちようあかぎさん

　　３７６-０１３６・群馬県桐生市新里町板橋・にいさとちよういたはﾞじ

　　３７６-０１３３・群馬県桐生市新里町大久保・にいさとちようおおくほﾞ

　　３７６-０１３１・群馬県桐生市新里町奥沢・にいさとちようおくざわ

　　３７６-０１２４・群馬県桐生市新里町小林・にいさとちようこはﾞやじ

　　３７６-０１３４・群馬県桐生市新里町関・にいさとちようせき

　　３７６-０１３５・群馬県桐生市新里町高泉・にいさとちようたかいずみ

　　３７６-０１２３・群馬県桐生市新里町武井・にいさとちようたけい

　　３７６-０１３２・群馬県桐生市新里町鶴ケ谷・にいさとちようつるがや

　　３７６-０１２１・群馬県桐生市新里町新川・にいさとちようにつかわ

　　３７６-０１２２・群馬県桐生市新里町野・にいさとちようの

　　３７６-０１２５・群馬県桐生市新里町山上・にいさとちようやまかみ

　　３７６-００２３・群馬県桐生市錦町・にしきちよう

　　３７６-００５４・群馬県桐生市西久方町・にしひさかたちよう

　　３７６-０００７・群馬県桐生市浜松町・はままつちよう

　　３７６-００３４・群馬県桐生市東・ひがじ

　　３７６-００５３・群馬県桐生市東久方町・ひがしひさかたちよう

　　３７６-０００１・群馬県桐生市菱町・ひしまち

　　３７６-００５１・群馬県桐生市平井町・ひらいちよう

　　３７６-００１３・群馬県桐生市広沢町・ひろさわちよう

　　３７６-００１４・群馬県桐生市広沢町間ノ島・ひろさわちようあいのしま

　　３７６-００３１・群馬県桐生市本町・ほんちよう

　　３７６-００２５・群馬県桐生市美原町・みはらちよう

　　３７６-００４６・群馬県桐生市宮前町・みやまえちよう

　　３７６-００５６・群馬県桐生市宮本町・みやもとちよう

　　３７６-０００５・群馬県桐生市三吉町・みよしちよう

　　３７６-００２７・群馬県桐生市元宿町・もとじゆくちよう

　　３７６-００５５・群馬県桐生市横山町・よこやまちよう

　　３７２-００００・群馬県伊勢崎市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３７９-２２０１・群馬県伊勢崎市間野谷町・あいのやちよう

　　３７９-２２１５・群馬県伊勢崎市赤堀今井町・あかほﾞりいまいちよう

　　３７９-２２０２・群馬県伊勢崎市赤堀鹿島町・あかほﾞりかしまちよう

　　３７９-２２３１・群馬県伊勢崎市東町・あずまちよう

　　３７２-０８２１・群馬県伊勢崎市阿弥大寺町・あみだいじまち

　　３７２-０００７・群馬県伊勢崎市安堀町・あんほﾞりまち

　　３７２-０８５４・群馬県伊勢崎市飯島町・いいじまちよう

　　３７９-２２１７・群馬県伊勢崎市磯町・いそちよう

　　３７９-２２１１・群馬県伊勢崎市市場町・いちはﾞちよう

　　３７２-０８０４・群馬県伊勢崎市稲荷町・いなりちよう

　　３７２-０００５・群馬県伊勢崎市乾町・いぬいちよう



　　３７２-００３１・群馬県伊勢崎市今泉町・いまいずみちよう

　　３７２-０８２３・群馬県伊勢崎市今井町・いまいちよう

　　３７２-０００６・群馬県伊勢崎市太田町・おおたまち

　　３７２-００４８・群馬県伊勢崎市大手町・おおてまち

　　３７２-００１５・群馬県伊勢崎市鹿島町・かしまちよう

　　３７２-００２３・群馬県伊勢崎市粕川町・かすかわちよう

　　３７２-００４５・群馬県伊勢崎市上泉町・かみいずみちよう

　　３７２-００１３・群馬県伊勢崎市上植木本町・かみうえきほんまち

　　３７２-００２１・群馬県伊勢崎市上諏訪町・かみすわちよう

　　３７９-２２２５・群馬県伊勢崎市上田町・かみだちよう

　　３７２-０８５１・群馬県伊勢崎市上蓮町・かみはすちよう

　　３７２-００３２・群馬県伊勢崎市北千木町・きたせんぎちよう

　　３７２-００５６・群馬県伊勢崎市喜多町・きたまち

　　３７９-２２２１・群馬県伊勢崎市国定町・くにさだまち

　　３７２-００５５・群馬県伊勢崎市曲輪町・くるわちよう

　　３７２-０００３・群馬県伊勢崎市華蔵寺町・けぞうじまち

　　３７２-０８４３・群馬県伊勢崎市下道寺町・げどうじちよう

　　３７９-２２３２・群馬県伊勢崎市小泉町・こいずみちよう

　　３７９-２２０６・群馬県伊勢崎市香林町・こうはﾞやしちよう

　　３７２-０８５３・群馬県伊勢崎市国領町・こくりようちよう

　　３７２-００５２・群馬県伊勢崎市寿町・ことぶきちよう

　　３７９-２２１３・群馬県伊勢崎市五目牛町・ごめうしちよう

　　３７０-０１２４・群馬県伊勢崎市境・さかい

　　３７０-０１２３・群馬県伊勢崎市境東・さかいあずま

　　３７０-０１０５・群馬県伊勢崎市境伊与久・さかいいよく

　　３７０-０１３５・群馬県伊勢崎市境小此木・さかいおこのぎ

　　３７０-０１２１・群馬県伊勢崎市境女塚・さかいおなつﾞか

　　３７０-０１２７・群馬県伊勢崎市境上武士・さかいかみたけじ

　　３７０-０１０２・群馬県伊勢崎市境上渕名・さかいかみふちな

　　３７０-０１１１・群馬県伊勢崎市境上矢島・さかいかみやじま

　　３７０-０１０４・群馬県伊勢崎市境木島・さかいきじま

　　３７０-０１２２・群馬県伊勢崎市境栄・さかいさかえ

　　３７０-０１３４・群馬県伊勢崎市境島村・さかいしまむら

　　３７０-０１２６・群馬県伊勢崎市境下武士・さかいしもたけじ

　　３７０-０１０３・群馬県伊勢崎市境下渕名・さかいしもふちな

　　３７０-０１１４・群馬県伊勢崎市境新栄・さかいしんえい

　　３７０-０１１７・群馬県伊勢崎市境百々・さかいどうどう

　　３７０-０１１６・群馬県伊勢崎市境百々東・さかいどうどうひがじ

　　３７０-０１３３・群馬県伊勢崎市境中島・さかいなかじま

　　３７０-０１１２・群馬県伊勢崎市境西今井・さかいにしいまい

　　３７０-０１２５・群馬県伊勢崎市境萩原・さかいはぎわら

　　３７０-０１０１・群馬県伊勢崎市境東新井・さかいひがしあらい

　　３７０-０１３２・群馬県伊勢崎市境平塚・さかいひらつﾞか

　　３７０-０１２８・群馬県伊勢崎市境保泉・さかいほずみ

　　３７０-０１１３・群馬県伊勢崎市境三ツ木・さかいみつぎ

　　３７０-０１１５・群馬県伊勢崎市境美原・さかいみはら

　　３７０-０１３１・群馬県伊勢崎市境米岡・さかいよねおか

　　３７２-０８３１・群馬県伊勢崎市山王町・さんのうちよう

　　３７２-００４６・群馬県伊勢崎市三光町・さんこうちよう

　　３７２-００１１・群馬県伊勢崎市三和町・さんわちよう

　　３７２-０８２４・群馬県伊勢崎市柴町・しはﾞまち

　　３７２-００２４・群馬県伊勢崎市下植木町・しもうえきちよう

　　３７２-０８５２・群馬県伊勢崎市下蓮町・しもはすちよう

　　３７９-２２１４・群馬県伊勢崎市下触町・しもふれいちよう

　　３７２-００１４・群馬県伊勢崎市昭和町・しようわちよう

　　３７２-００３８・群馬県伊勢崎市新栄町・しんえいちよう

　　３７２-００５７・群馬県伊勢崎市末広町・すえひろちよう

　　３７２-０８４１・群馬県伊勢崎市大正寺町・だいしようじちよう

　　３７２-０８０２・群馬県伊勢崎市田中島町・たなかじままち

　　３７２-０８１４・群馬県伊勢崎市田中町・たなかまち

　　３７９-２２２２・群馬県伊勢崎市田部井町・たべいちよう

　　３７２-００４２・群馬県伊勢崎市中央町・ちゆうおうちよう

　　３７２-０００４・群馬県伊勢崎市堤下町・つつみしたちよう

　　３７２-０００２・群馬県伊勢崎市堤西町・つつみにしまち

　　３７２-０８１７・群馬県伊勢崎市連取本町・つなとりほんまち

　　３７２-０８１８・群馬県伊勢崎市連取元町・つなとりもとまち

　　３７２-０８１２・群馬県伊勢崎市連取町・つなとりまち

　　３７２-０８３３・群馬県伊勢崎市富塚町・とみつﾞかちよう

　　３７２-０８２５・群馬県伊勢崎市戸谷塚町・とやつﾞかまち

　　３７２-００１２・群馬県伊勢崎市豊城町・とよしろちよう



　　３７２-０８２２・群馬県伊勢崎市中町・なかまち

　　３７２-０８５５・群馬県伊勢崎市長沼町・ながぬままち

　　３７９-２２２４・群馬県伊勢崎市西小保方町・にしおほﾞかたちよう

　　３７２-０８１６・群馬県伊勢崎市西上之宮町・にしかみのみやまち

　　３７９-２２０４・群馬県伊勢崎市西久保町・にしくほﾞちよう

　　３７２-００５８・群馬県伊勢崎市西田町・にしだまち

　　３７９-２２１６・群馬県伊勢崎市西野町・にしのちよう

　　３７２-０８１３・群馬県伊勢崎市韮塚町・にらつﾞかまち

　　３７９-２２０５・群馬県伊勢崎市野町・のちよう

　　３７２-０８４４・群馬県伊勢崎市羽黒町・はぐろちよう

　　３７２-０００１・群馬県伊勢崎市波志江町・はしえまち

　　３７９-２２３６・群馬県伊勢崎市八寸町・はちすちよう

　　３７９-２２３４・群馬県伊勢崎市東小保方町・ひがしおほﾞかたちよう

　　３７２-０８１５・群馬県伊勢崎市東上之宮町・ひがしかみのみやまち

　　３７２-００２５・群馬県伊勢崎市東本町・ひがしほんまち

　　３７２-００２２・群馬県伊勢崎市日乃出町・ひのでちよう

　　３７９-２２３３・群馬県伊勢崎市平井町・ひらいちよう

　　３７２-００３９・群馬県伊勢崎市ひろせ町・ひろせちよう

　　３７２-０８２６・群馬県伊勢崎市福島町・ふくじままち

　　３７２-００４１・群馬県伊勢崎市平和町・へいわちよう

　　３７２-０８３４・群馬県伊勢崎市堀口町・ほりぐちまち

　　３７９-２２１２・群馬県伊勢崎市堀下町・ほりしたちよう

　　３７２-００１６・群馬県伊勢崎市本関町・ほんせきちよう

　　３７２-００４７・群馬県伊勢崎市本町・ほんまち

　　３７９-２２０３・群馬県伊勢崎市曲沢町・まがりさわちよう

　　３７２-０８４２・群馬県伊勢崎市馬見塚町・まみつﾞかまち

　　３７２-００４３・群馬県伊勢崎市緑町・みどりちよう

　　３７２-００３３・群馬県伊勢崎市南千木町・みなみせんぎちよう

　　３７９-２２３５・群馬県伊勢崎市三室町・みむろちよう

　　３７２-００３７・群馬県伊勢崎市美茂呂町・みもろちよう

　　３７２-０８０１・群馬県伊勢崎市宮子町・みやこまち

　　３７２-０８０３・群馬県伊勢崎市宮古町・みやふるまち

　　３７２-００２６・群馬県伊勢崎市宮前町・みやまえちよう

　　３７２-００５３・群馬県伊勢崎市宗高町・むねたかちよう

　　３７２-００３４・群馬県伊勢崎市茂呂町・もろまち

　　３７２-００３６・群馬県伊勢崎市茂呂南町・もろみなみちよう

　　３７２-００４４・群馬県伊勢崎市八坂町・やさかちよう

　　３７２-０８２７・群馬県伊勢崎市八斗島町・やつたじままち

　　３７２-００５４・群馬県伊勢崎市柳原町・やなぎはらちよう

　　３７２-００５１・群馬県伊勢崎市八幡町・やはたちよう

　　３７２-０８３２・群馬県伊勢崎市除ケ町・よげちよう

　　３７２-０８１１・群馬県伊勢崎市若葉町・わかはﾞちよう

　　３７３-００００・群馬県太田市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３７０-０４０２・群馬県太田市阿久津町・あくつちよう

　　３７３-０８１４・群馬県太田市朝日町・あさひちよう

　　３７３-０８５２・群馬県太田市新井町・あらいちよう

　　３７０-０４２２・群馬県太田市安養寺町・あんようじちよう

　　３７３-０８５１・群馬県太田市飯田町・いいだちよう

　　３７３-０８１７・群馬県太田市飯塚町・いいつﾞかちよう

　　３７３-０００７・群馬県太田市石橋町・いしはﾞしちよう

　　３７３-０８０８・群馬県太田市石原町・いしはらちよう

　　３７３-０８４５・群馬県太田市泉町・いずみちよう

　　３７３-００１３・群馬県太田市市場町・いちはﾞちよう

　　３７０-０４２４・群馬県太田市出塚町・いでつﾞかちよう

　　３７３-０８４１・群馬県太田市岩瀬川町・いわせがわちよう

　　３７０-０４０３・群馬県太田市岩松町・いわまつちよう

　　３７３-００１４・群馬県太田市植木野町・うえきのちよう

　　３７３-０８３３・群馬県太田市牛沢町・うしざわちよう

　　３７３-０８１３・群馬県太田市内ケ島町・うちがしまちよう

　　３７９-２３０６・群馬県太田市大久保町・おおくほﾞちよう

　　３７３-００５５・群馬県太田市大島町・おおしまちよう

　　３７０-０４２３・群馬県太田市大舘町・おおたちちよう

　　３７９-２３０４・群馬県太田市大原町・おおはﾞらちよう

　　３７３-００７５・群馬県太田市大鷲町・おおわしちよう

　　３７３-００４５・群馬県太田市沖野町・おきのちよう

　　３７３-０８０４・群馬県太田市沖之郷町・おきのごうちよう

　　３７０-０４０５・群馬県太田市押切町・おしきりちよう

　　３７０-０４０１・群馬県太田市尾島町・おじまちよう

　　３７０-０４２１・群馬県太田市粕川町・かすかわちよう

　　３７３-００２７・群馬県太田市金山町・かなやまちよう



　　３７３-００７４・群馬県太田市上強戸町・かみごうどちよう

　　３７３-００２４・群馬県太田市上小林町・かみこはﾞやしちよう

　　３７３-００４４・群馬県太田市上田島町・かみたじまちよう

　　３７０-０４１１・群馬県太田市亀岡町・かめおかちよう

　　３７３-０００３・群馬県太田市北金井町・きたかないちよう

　　３７３-００１２・群馬県太田市清原町・きよはらちよう

　　３７３-００２５・群馬県太田市熊野町・くまのちよう

　　３７３-０００４・群馬県太田市強戸町・ごうどちよう

　　３７０-０４２７・群馬県太田市小角田町・こずみだちよう

　　３７３-０８１８・群馬県太田市小舞木町・こまいぎちよう

　　３７３-０８０７・群馬県太田市下小林町・しもこはﾞやしちよう

　　３７３-０８４４・群馬県太田市下田島町・しもたじまちよう

　　３７３-０８２１・群馬県太田市下浜田町・しもはまだちよう

　　３７３-００３８・群馬県太田市城西町・じようさいちよう

　　３７３-０８２２・群馬県太田市庄屋町・しようやまち

　　３７３-００３７・群馬県太田市新道町・しんどうちよう

　　３７３-０８６２・群馬県太田市末広町・すえひろちよう

　　３７３-０００２・群馬県太田市菅塩町・すがしおちよう

　　３７０-０４１３・群馬県太田市すずかけ町・すずかけちよう

　　３７３-００２８・群馬県太田市スバル町・すはﾞるちよう

　　３７０-０４２６・群馬県太田市世良田町・せらだちよう

　　３７０-０４１２・群馬県太田市太子町・たいしちよう

　　３７３-０８０１・群馬県太田市台之郷町・だいのごうちよう

　　３７３-００７２・群馬県太田市高瀬町・たかぜちよう

　　３７３-０８２５・群馬県太田市高林東町・たかはやしひがしちよう

　　３７３-０８２８・群馬県太田市高林西町・たかはやしにしちよう

　　３７３-０８２７・群馬県太田市高林南町・たかはやしみなみちよう

　　３７３-０８２９・群馬県太田市高林北町・たかはやしきたちよう

　　３７３-０８２４・群馬県太田市高林寿町・たかはやしことぶきちよう

　　３７３-００４２・群馬県太田市宝町・たからまち

　　３７３-００１１・群馬県太田市只上町・ただかりちよう

　　３７３-０００８・群馬県太田市鶴生田町・つるうだちよう

　　３７３-００５２・群馬県太田市寺井町・てらいちよう

　　３７３-００５１・群馬県太田市天良町・てんらちよう

　　３７０-０４２５・群馬県太田市徳川町・とくがわちよう

　　３７３-０８３２・群馬県太田市富沢町・とみざわちよう

　　３７３-００２３・群馬県太田市富若町・とみわかちよう

　　３７３-００５３・群馬県太田市鳥山町・とりやまちよう

　　３７３-００６１・群馬県太田市鳥山上町・とりやまかみちよう

　　３７３-００６２・群馬県太田市鳥山中町・とりやまなかちよう

　　３７３-００６３・群馬県太田市鳥山下町・とりやましもちよう

　　３７３-０８４６・群馬県太田市中根町・なかねちよう

　　３７３-００５４・群馬県太田市長手町・ながてちよう

　　３７３-０００６・群馬県太田市成塚町・なりつﾞかちよう

　　３７３-０８１９・群馬県太田市新島町・にいじまちよう

　　３７３-００３２・群馬県太田市新野町・にいのちよう

　　３７３-０８４７・群馬県太田市西新町・にししんまち

　　３７３-０００１・群馬県太田市西長岡町・にしながおかちよう

　　３７３-００４３・群馬県太田市西野谷町・にしのやちよう

　　３７３-００３３・群馬県太田市西本町・にしほんちよう

　　３７３-０８２３・群馬県太田市西矢島町・にしやじまちよう

　　３７０-０３３１・群馬県太田市新田赤堀町・につたあかほﾞりちよう

　　３７０-０３０４・群馬県太田市新田市町・につたいちちよう

　　３７０-０３１４・群馬県太田市新田市野井町・につたいちのいちよう

　　３７０-０３０６・群馬県太田市新田市野倉町・につたいちのくらちよう

　　３７０-０３５１・群馬県太田市新田大町・につたおおちよう

　　３７０-０３４７・群馬県太田市新田大根町・につたおおねちよう

　　３７０-０３４１・群馬県太田市新田金井町・につたかないちよう

　　３７０-０３５２・群馬県太田市新田嘉祢町・につたかねちよう

　　３７０-０３４２・群馬県太田市新田上江田町・につたかみえだちよう

　　３７０-０３４６・群馬県太田市新田上田中町・につたかみだなかちよう

　　３７０-０３５３・群馬県太田市新田上中町・につたかみなかちよう

　　３７０-０３２１・群馬県太田市新田木崎町・につたきざきちよう

　　３７０-０３０３・群馬県太田市新田小金井町・につたこがないちよう

　　３７０-０３０２・群馬県太田市新田小金町・につたこきんちよう

　　３７０-０３５５・群馬県太田市新田権右衛門町・につたごんえもんちよう

　　３７０-０３３３・群馬県太田市新田下江田町・につたしもえだちよう

　　３７０-０３４３・群馬県太田市新田下田中町・につたしもだなかちよう

　　３７０-０３１３・群馬県太田市新田反町町・につたそりまちちよう

　　３７０-０３３４・群馬県太田市新田高尾町・につたたかおちよう



　　３７０-０３０５・群馬県太田市新田多村新田町・につたたむらしんでんちよう

　　３７０-０３５４・群馬県太田市新田溜池町・につたためいけちよう

　　３７０-０３０１・群馬県太田市新田天良町・につたてんらちよう

　　３７０-０３３２・群馬県太田市新田中江田町・につたなかえだちよう

　　３７０-０３５６・群馬県太田市新田萩町・につたはぎちよう

　　３７０-０３４５・群馬県太田市新田花香塚町・につたはなかつﾞかちよう

　　３７０-０３４４・群馬県太田市新田早川町・につたはやかわちよう

　　３７０-０３１１・群馬県太田市新田瑞木町・につたみずきちよう

　　３７０-０３１２・群馬県太田市新田村田町・につたむらたちよう

　　３７３-００２９・群馬県太田市韮川町・にらがわちよう

　　３７３-００５６・群馬県太田市八幡町・はちまんちよう

　　３７３-０８５３・群馬県太田市浜町・はまちよう

　　３７３-００７１・群馬県太田市原宿町・はらじゆくちよう

　　３７３-００２１・群馬県太田市東今泉町・ひがしいまいずみちよう

　　３７３-００２２・群馬県太田市東金井町・ひがしかないちよう

　　３７３-００１５・群馬県太田市東新町・ひがししんまち

　　３７３-０８１２・群馬県太田市東長岡町・ひがしながおかちよう

　　３７３-０８１５・群馬県太田市東別所町・ひがしべつしよちよう

　　３７３-００２６・群馬県太田市東本町・ひがしほんちよう

　　３７３-０８１６・群馬県太田市東矢島町・ひがしやじまちよう

　　３７０-０４０４・群馬県太田市備前島町・びぜんじまちよう

　　３７３-０８３１・群馬県太田市福沢町・ふくざわちよう

　　３７３-００３４・群馬県太田市藤阿久町・ふじあぐちよう

　　３７３-００３５・群馬県太田市藤久良町・ふじくらちよう

　　３７０-０４１７・群馬県太田市二ツ小屋町・ふたつごやちよう

　　３７３-０８２６・群馬県太田市古戸町・ふるとちよう

　　３７３-００４１・群馬県太田市別所町・べつしよちよう

　　３７３-０８４２・群馬県太田市細谷町・ほそやちよう

　　３７０-０４１４・群馬県太田市堀口町・ほりぐちちよう

　　３７３-００５７・群馬県太田市本町・ほんちよう

　　３７０-０４０６・群馬県太田市前小屋町・まえごやちよう

　　３７０-０４１６・群馬県太田市前島町・まえじまちよう

　　３７３-００１８・群馬県太田市丸山町・まるやまちよう

　　３７３-００７３・群馬県太田市緑町・みどりちよう

　　３７０-０４１５・群馬県太田市南ケ丘町・みなみがおかちよう

　　３７３-０８６１・群馬県太田市南矢島町・みなみやじまちよう

　　３７０-０４１８・群馬県太田市武蔵島町・むさしじまちよう

　　３７３-０８０９・群馬県太田市茂木町・もてぎちよう

　　３７３-０８０５・群馬県太田市八重笠町・やえがさちよう

　　３７３-０８１１・群馬県太田市安良岡町・やすらおかちよう

　　３７３-００１６・群馬県太田市矢田堀町・やたほﾞりちよう

　　３７３-０８０３・群馬県太田市矢場町・やはﾞちよう

　　３７３-０８０２・群馬県太田市矢場新町・やはﾞしんまち

　　３７９-２３０１・群馬県太田市藪塚町・やぶつﾞかちよう

　　３７９-２３０２・群馬県太田市山之神町・やまのかみちよう

　　３７３-００３６・群馬県太田市由良町・ゆらちよう

　　３７３-００１９・群馬県太田市吉沢町・よしざわちよう

　　３７３-０８４３・群馬県太田市米沢町・よねざわちよう

　　３７９-２３０３・群馬県太田市寄合町・よりあいちよう

　　３７３-０８０６・群馬県太田市龍舞町・りゆうまいちよう

　　３７９-２３０５・群馬県太田市六千石町・ろくせんごくちよう

　　３７３-００３１・群馬県太田市脇屋町・わきやちよう

　　３７８-００００・群馬県沼田市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３７８-００７６・群馬県沼田市秋塚町・あきつﾞかまち

　　３７８-００７７・群馬県沼田市石墨町・いしずみまち

　　３７８-００３５・群馬県沼田市井土上町・いどのうえまち

　　３７８-００２５・群馬県沼田市今井町・いまいまち

　　３７８-００２１・群馬県沼田市岩本町・いわもとまち

　　３７８-００３１・群馬県沼田市薄根町・うすねまち

　　３７８-００６８・群馬県沼田市宇楚井町・うそいまち

　　３７８-００６７・群馬県沼田市大釜町・おおがままち

　　３７８-００６１・群馬県沼田市岡谷町・おかやまち

　　３７８-００３４・群馬県沼田市恩田町・おんだまち

　　３７８-００１８・群馬県沼田市鍛冶町・かじまち

　　３７８-００２６・群馬県沼田市上川田町・かみかわだまち

　　３７８-０００３・群馬県沼田市上久屋町・かみくやまち

　　３７８-００１１・群馬県沼田市上沼須町・かみぬますまち

　　３７８-００４７・群馬県沼田市上之町・かみのちよう

　　３７８-００５１・群馬県沼田市上原町・かみはらまち

　　３７８-００７１・群馬県沼田市上発知町・かみほつちまち



　　３７８-０００５・群馬県沼田市久屋原町・くやはらまち

　　３７８-００４５・群馬県沼田市材木町・ざいもくちよう

　　３７８-００１４・群馬県沼田市栄町・さかえまち

　　３７８-００５２・群馬県沼田市桜町・さくらまち

　　３７８-００２３・群馬県沼田市篠尾町・ささおまち

　　３７８-００７８・群馬県沼田市佐山町・さやままち

　　３７８-００１６・群馬県沼田市清水町・しみずちよう

　　３７８-００２４・群馬県沼田市下川田町・しもかわだまち

　　３７８-０００４・群馬県沼田市下久屋町・しもくやまち

　　３７８-００６３・群馬県沼田市下沼田町・しもぬまたまち

　　３７８-００４４・群馬県沼田市下之町・しものちよう

　　３７８-００７４・群馬県沼田市下発知町・しもほつちまち

　　３７８-００３３・群馬県沼田市白岩町・しらいわまち

　　３７８-０１２３・群馬県沼田市白沢町岩室・しらさわまちいわむろ

　　３７８-０１２４・群馬県沼田市白沢町尾合・しらさわまちおあい

　　３７８-０１２６・群馬県沼田市白沢町上古語父・しらさわまちかみここぶ

　　３７８-０１２７・群馬県沼田市白沢町下古語父・しらさわまちしもここぶ

　　３７８-０１２１・群馬県沼田市白沢町高平・しらさわまちたかひら

　　３７８-０１２２・群馬県沼田市白沢町生枝・しらさわまちなまえ

　　３７８-０１２５・群馬県沼田市白沢町平出・しらさわまちひらいで

　　３７８-００１３・群馬県沼田市新町・しんまち

　　３７８-００３２・群馬県沼田市硯田町・すずりだまち

　　３７８-００６４・群馬県沼田市善桂寺町・ぜんけいじまち

　　３７８-００５６・群馬県沼田市高橋場町・たかはしはﾞまち

　　３７８-００１５・群馬県沼田市戸鹿野町・とがのまち

　　３７８-０００１・群馬県沼田市戸神町・とかみまち

　　３７８-０３１４・群馬県沼田市利根町青木・とねまちあおき

　　３７８-０３０５・群馬県沼田市利根町穴原・とねまちあなはﾞら

　　３７８-０３２６・群馬県沼田市利根町石戸新田・とねまちいしどしんでん

　　３７８-０３２２・群馬県沼田市利根町老神・とねまちおいがみ

　　３７８-０３２３・群馬県沼田市利根町大原・とねまちおおはら

　　３７８-０３０４・群馬県沼田市利根町大楊・とねまちおおよう

　　３７８-０３０３・群馬県沼田市利根町追貝・とねまちおつかい

　　３７８-０３０７・群馬県沼田市利根町柿平・とねまちかきだいら

　　３７８-０３１１・群馬県沼田市利根町小松・とねまちこまつ

　　３７８-０３１５・群馬県沼田市利根町砂川・とねまちすながわ

　　３７８-０３２４・群馬県沼田市利根町園原・とねまちそのはら

　　３７８-０３２１・群馬県沼田市利根町高戸谷・とねまちたかとや

　　３７８-０３１７・群馬県沼田市利根町多那・とねまちたな

　　３７８-０３０２・群馬県沼田市利根町千鳥・とねまちちどり

　　３７８-０３１６・群馬県沼田市利根町二本松・とねまちにほんまつ

　　３７８-０３１２・群馬県沼田市利根町根利・とねまちねり

　　３７８-０３１３・群馬県沼田市利根町日影南郷・とねまちひかげなんごう

　　３７８-０３０６・群馬県沼田市利根町日向南郷・とねまちひなたなんごう

　　３７８-０３０１・群馬県沼田市利根町平川・とねまちひらがわ

　　３７８-０３２５・群馬県沼田市利根町輪組・とねまちわくみ

　　３７８-００７２・群馬県沼田市中発知町・なかほつちまち

　　３７８-００４８・群馬県沼田市中町・なかまち

　　３７８-００７５・群馬県沼田市奈良町・ならまち

　　３７８-００４２・群馬県沼田市西倉内町・にしくらうちまち

　　３７８-００５４・群馬県沼田市西原新町・にしはらしんまち

　　３７８-００１２・群馬県沼田市沼須町・ぬますまち

　　３７８-００４６・群馬県沼田市馬喰町・はﾞくろうまち

　　３７８-００６６・群馬県沼田市原町・はらまち

　　３７８-００４１・群馬県沼田市榛名町・はるなまち

　　３７８-００４３・群馬県沼田市東倉内町・ひがしくらうちまち

　　３７８-００５３・群馬県沼田市東原新町・ひがしはらしんまち

　　３７８-００１７・群馬県沼田市坊新田町・ほﾞうしんでんまち

　　３７８-００７３・群馬県沼田市発知新田町・ほつちしんでんまち

　　３７８-００６５・群馬県沼田市堀廻町・ほりめぐりまち

　　３７８-００６２・群馬県沼田市町田町・まちだまち

　　３７８-００２２・群馬県沼田市屋形原町・やかたはﾞらまち

　　３７８-００５５・群馬県沼田市柳町・やなぎまち

　　３７８-０００２・群馬県沼田市横塚町・よこつﾞかまち

　　３７４-００００・群馬県館林市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３７４-００３５・群馬県館林市青柳町・あおやぎちよう

　　３７４-００５３・群馬県館林市赤土町・あかつちちよう

　　３７４-００１３・群馬県館林市赤生田町・あこうだちよう

　　３７４-００１４・群馬県館林市赤生田本町・あこうだほんちよう

　　３７４-００６３・群馬県館林市朝日町・あさひちよう



　　３７４-００７３・群馬県館林市足次町・あしつぎちよう

　　３７４-００４５・群馬県館林市入ケ谷町・いりかやちよう

　　３７４-００６６・群馬県館林市大街道・おおかいどう

　　３７４-０００１・群馬県館林市大島町・おおしまちよう

　　３７４-００７２・群馬県館林市大新田町・おおしんでんちよう

　　３７４-００２３・群馬県館林市大手町・おおてまち

　　３７４-００５４・群馬県館林市大谷町・おおやちよう

　　３７４-００６７・群馬県館林市岡野町・おかのちよう

　　３７４-００１９・群馬県館林市尾曳町・おびきちよう

　　３７４-００２２・群馬県館林市加法師町・かほﾞうしちよう

　　３７４-００１５・群馬県館林市上赤生田町・かみあこうだちよう

　　３７４-００７９・群馬県館林市上早川田町・かみさがわだちよう

　　３７４-００４６・群馬県館林市上三林町・かみみはﾞやしちよう

　　３７４-００５７・群馬県館林市北成島町・きたなるしまちよう

　　３７４-００７７・群馬県館林市木戸町・きどちよう

　　３７４-０００４・群馬県館林市楠町・くすのきちよう

　　３７４-００３７・群馬県館林市小桑原町・こくわはﾞらちよう

　　３７４-００４２・群馬県館林市近藤町・こんどうちよう

　　３７４-００５２・群馬県館林市栄町・さかえちよう

　　３７４-００６９・群馬県館林市坂下町・さかしたちよう

　　３７４-００７１・群馬県館林市下早川田町・しもさがわだちよう

　　３７４-００４４・群馬県館林市下三林町・しもみはﾞやしちよう

　　３７４-００１８・群馬県館林市城町・しろまち

　　３７４-００５１・群馬県館林市新栄町・しんさかえちよう

　　３７４-００２６・群馬県館林市新宿・しんじゆく

　　３７４-００３６・群馬県館林市諏訪町・すわちよう

　　３７４-００２１・群馬県館林市瀬戸谷町・せどやちよう

　　３７４-００６４・群馬県館林市代官町・だいかんちよう

　　３７４-００６８・群馬県館林市台宿町・だいじゆくちよう

　　３７４-００７４・群馬県館林市高根町・たかねちよう

　　３７４-０００２・群馬県館林市田谷町・たやちよう

　　３７４-０００９・群馬県館林市千塚町・ちつﾞかちよう

　　３７４-００２８・群馬県館林市千代田町・ちよだちよう

　　３７４-００１７・群馬県館林市つつじ町・つつじちよう

　　３７４-０００６・群馬県館林市当郷町・とうごうちよう

　　３７４-００４３・群馬県館林市苗木町・なえぎちよう

　　３７４-００２９・群馬県館林市仲町・なかまち

　　３７４-００５５・群馬県館林市成島町・なるしまちよう

　　３７４-００７５・群馬県館林市西高根町・にしたかねちよう

　　３７４-００６５・群馬県館林市西本町・にしほんちよう

　　３７４-００３８・群馬県館林市西美園町・にしみそのちよう

　　３７４-００４７・群馬県館林市野辺町・のべちよう

　　３７４-０００５・群馬県館林市花山町・はなやまちよう

　　３７４-００１２・群馬県館林市羽附旭町・はねつくあさひちよう

　　３７４-００１１・群馬県館林市羽附町・はねつくちよう

　　３７４-００６１・群馬県館林市東広内町・ひがしひろうちちよう

　　３７４-００３１・群馬県館林市東美園町・ひがしみそのちよう

　　３７４-００７６・群馬県館林市日向町・ひなたちよう

　　３７４-００６２・群馬県館林市広内町・ひろうちちよう

　　３７４-００４１・群馬県館林市富士原町・ふじはらちよう

　　３７４-００２７・群馬県館林市富士見町・ふじみちよう

　　３７４-００３４・群馬県館林市分福町・ぶんぶくちよう

　　３７４-００７８・群馬県館林市傍示塚町・ほうじつかちよう

　　３７４-０００８・群馬県館林市細内町・ほそうちちよう

　　３７４-００３３・群馬県館林市堀工町・ほりくちよう

　　３７４-００２４・群馬県館林市本町・ほんちよう

　　３７４-００５６・群馬県館林市松沼町・まつぬまちよう

　　３７４-００１６・群馬県館林市松原・まつはﾞら

　　３７４-００３９・群馬県館林市美園町・みそのちよう

　　３７４-００２５・群馬県館林市緑町・みどりちよう

　　３７４-００３２・群馬県館林市南美園町・みなみみそのちよう

　　３７４-０００３・群馬県館林市四ツ谷町・よつやちよう

　　３７４-０００７・群馬県館林市若宮町・わかみやちよう

　　３７７-００００・群馬県渋川市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３７９-１１２２・群馬県渋川市赤城町勝保沢・あかぎまちかつほざわ

　　３７９-１１２５・群馬県渋川市赤城町上三原田・あかぎまちかみみはらだ

　　３７９-１１１１・群馬県渋川市赤城町北赤城山・あかぎまちきたあかぎさん

　　３７９-１１０５・群馬県渋川市赤城町北上野・あかぎまちきたうえの

　　３７９-１１１４・群馬県渋川市赤城町栄・あかぎまちさかえ

　　３７９-１１０４・群馬県渋川市赤城町敷島・あかぎまちしきしま



　　３７９-１１２４・群馬県渋川市赤城町滝沢・あかぎまちたきざわ

　　３７９-１１０１・群馬県渋川市赤城町棚下・あかぎまちたなした

　　３７９-１１２７・群馬県渋川市赤城町樽・あかぎまちたる

　　３７９-１１０３・群馬県渋川市赤城町津久田・あかぎまちつくだ

　　３７９-１１０２・群馬県渋川市赤城町長井小川田・あかぎまちながいおがわだ

　　３７９-１１１５・群馬県渋川市赤城町溝呂木・あかぎまちみぞろき

　　３７９-１１２３・群馬県渋川市赤城町見立・あかぎまちみたち

　　３７９-１１１３・群馬県渋川市赤城町南赤城山・あかぎまちみなみあかぎさん

　　３７９-１１２６・群馬県渋川市赤城町三原田・あかぎまちみはらだ

　　３７９-１１２１・群馬県渋川市赤城町宮田・あかぎまちみやだ

　　３７９-１１１２・群馬県渋川市赤城町深山・あかぎまちみやま

　　３７９-１１１６・群馬県渋川市赤城町持柏木・あかぎまちもちかしわぎ

　　３７７-００３１・群馬県渋川市阿久津・あくつ

　　３７７-０００５・群馬県渋川市有馬・ありま

　　３７７-０１０２・群馬県渋川市伊香保町伊香保・いかほまちいかほ

　　３７７-０１０３・群馬県渋川市伊香保町水沢・いかほまちみずさわ

　　３７７-０１０１・群馬県渋川市伊香保町湯中子・いかほまちゆなかご

　　３７７-０００７・群馬県渋川市石原・いしはら

　　３７７-００２４・群馬県渋川市祖母島・うはﾞしま

　　３７７-０３１２・群馬県渋川市小野子・おのこ

　　３７７-００２７・群馬県渋川市金井・かない

　　３７７-０２０１・群馬県渋川市上白井・かみしろい

　　３７７-００２５・群馬県渋川市川島・かわしま

　　３７７-０２０５・群馬県渋川市北牧・きたもく

　　３７７-０００８・群馬県渋川市渋川・しぶかわ

　　３７７-０２０４・群馬県渋川市白井・しろい

　　３７７-０２０２・群馬県渋川市中郷・なかごう

　　３７７-０００２・群馬県渋川市中村・なかむら

　　３７７-００２６・群馬県渋川市南牧・なんもく

　　３７７-０００４・群馬県渋川市半田・はんだ

　　３７７-０２０３・群馬県渋川市吹屋・ふきや

　　３７７-００５１・群馬県渋川市北橘町赤城山・ほつきつまちあかぎさん

　　３７７-００５５・群馬県渋川市北橘町上南室・ほつきつまちかみなむろ

　　３７７-００５２・群馬県渋川市北橘町上箱田・ほつきつまちかみはこだ

　　３７７-００６５・群馬県渋川市北橘町小室・ほつきつまちこむろ

　　３７７-００５４・群馬県渋川市北橘町下南室・ほつきつまちしもなむろ

　　３７７-００６１・群馬県渋川市北橘町下箱田・ほつきつまちしもはこだ

　　３７７-００５３・群馬県渋川市北橘町箱田・ほつきつまちはこだ

　　３７７-００６４・群馬県渋川市北橘町八崎・ほつきつまちはつさき

　　３７７-００６３・群馬県渋川市北橘町分郷八崎・ほつきつまちぶんごうはつさき

　　３７７-００６２・群馬県渋川市北橘町真壁・ほつきつまちまかべ

　　３７７-０００６・群馬県渋川市行幸田・みゆきだ

　　３７７-０３１１・群馬県渋川市村上・むらかみ

　　３７７-０００３・群馬県渋川市八木原・やぎはら

　　３７７-０２０６・群馬県渋川市横堀・よこほﾞり

　　３７５-００００・群馬県藤岡市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３７５-００４２・群馬県藤岡市鮎川・あゆがわ

　　３７５-００３４・群馬県藤岡市牛田・うした

　　３７５-００１１・群馬県藤岡市岡之郷・おかのごう

　　３７０-１４０１・群馬県藤岡市鬼石・おにじ

　　３７５-００４５・群馬県藤岡市金井・かない

　　３７５-００５４・群馬県藤岡市上大塚・かみおおつﾞか

　　３７５-００５７・群馬県藤岡市上落合・かみおちあい

　　３７５-００１６・群馬県藤岡市上栗須・かみくりす

　　３７５-００１３・群馬県藤岡市上戸塚・かみとつﾞか

　　３７５-００４７・群馬県藤岡市上日野・かみひの

　　３７５-００３３・群馬県藤岡市川除・かわよけ

　　３７５-００２１・群馬県藤岡市小林・こはﾞやじ

　　３７０-１４０４・群馬県藤岡市坂原・さかはら

　　３７０-１４０５・群馬県藤岡市三波川・さんはﾞがわ

　　３７５-００３７・群馬県藤岡市三本木・さんほﾞぎ

　　３７５-００１７・群馬県藤岡市篠塚・しのつﾞか

　　３７５-００５２・群馬県藤岡市下大塚・しもおおつﾞか

　　３７５-００１４・群馬県藤岡市下栗須・しもくりす

　　３７５-００１２・群馬県藤岡市下戸塚・しもとつﾞか

　　３７５-００４６・群馬県藤岡市下日野・しもひの

　　３７０-１４０６・群馬県藤岡市浄法寺・じようほﾞうじ

　　３７５-００５５・群馬県藤岡市白石・しろいじ

　　３７５-００３２・群馬県藤岡市神田・じんだ

　　３７５-００３６・群馬県藤岡市高山・たかやま



　　３７５-０００２・群馬県藤岡市立石・たついじ

　　３７５-０００３・群馬県藤岡市立石新田・たついししんでん

　　３７５-０００５・群馬県藤岡市中・なか

　　３７５-００５３・群馬県藤岡市中大塚・なかおおつﾞか

　　３７５-００１５・群馬県藤岡市中栗須・なかくりす

　　３７５-０００１・群馬県藤岡市中島・なかじま

　　３７５-００４４・群馬県藤岡市西平井・にしひらい

　　３７５-００２２・群馬県藤岡市根岸・ねぎじ

　　３７５-００４３・群馬県藤岡市東平井・ひがしひらい

　　３７５-００２４・群馬県藤岡市藤岡・ふじおか

　　３７５-００３５・群馬県藤岡市保美・ほみ

　　３７０-１４０３・群馬県藤岡市保美濃山・ほみのやま

　　３７５-００２３・群馬県藤岡市本郷・ほんごう

　　３７５-００５６・群馬県藤岡市三ツ木・みつぎ

　　３７５-００４１・群馬県藤岡市緑埜・みどの

　　３７５-００５１・群馬県藤岡市本動堂・もとゆるぎどう

　　３７５-０００４・群馬県藤岡市森・もり

　　３７５-０００６・群馬県藤岡市森新田・もりしんでん

　　３７５-００３１・群馬県藤岡市矢場・やはﾞ

　　３７０-１４０２・群馬県藤岡市譲原・ゆずりはら

　　３７０-２３００・群馬県富岡市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３７０-２３０６・群馬県富岡市相野田・あいのた

　　３７０-２４５２・群馬県富岡市一ノ宮・いちのみや

　　３７０-２３２２・群馬県富岡市岩染・いわそめ

　　３７０-２４５１・群馬県富岡市宇田・うだ

　　３７０-２３３５・群馬県富岡市大島・おおしま

　　３７０-２３２１・群馬県富岡市岡本・おかもと

　　３７０-２４６６・群馬県富岡市蚊沼・かぬま

　　３７０-２４５５・群馬県富岡市神農原・かのはら

　　３７０-２３４５・群馬県富岡市上黒岩・かみくろいわ

　　３７０-２４５６・群馬県富岡市上小林・かみこはﾞやじ

　　３７０-２３１７・群馬県富岡市上高尾・かみたかお

　　３７０-２３３４・群馬県富岡市上高瀬・かみだかせ

　　３７０-２４６１・群馬県富岡市上丹生・かみにゆう

　　３７０-２４６３・群馬県富岡市神成・かんなり

　　３７０-２３１３・群馬県富岡市君川・きみかわ

　　３７０-２３４４・群馬県富岡市黒川・くろかわ

　　３７０-２３０１・群馬県富岡市桑原・くわはら

　　３７０-２３０４・群馬県富岡市後賀・ごか

　　３７０-２３０２・群馬県富岡市小桑原・こくわはら

　　３７０-２３４１・群馬県富岡市下黒岩・しもくろいわ

　　３７０-２３１１・群馬県富岡市下高尾・しもたかお

　　３７０-２３３２・群馬県富岡市下高瀬・しもだかせ

　　３７０-２４６２・群馬県富岡市下丹生・しもにゆう

　　３７０-２３０５・群馬県富岡市白岩・しらいわ

　　３７０-２３１５・群馬県富岡市曽木・そぎ

　　３７０-２３３１・群馬県富岡市内匠・たくみ

　　３７０-２３１４・群馬県富岡市田篠・たじの

　　３７０-２４５４・群馬県富岡市田島・たじま

　　３７０-２３１６・群馬県富岡市富岡・とみおか

　　３７０-２４６５・群馬県富岡市中沢・なかざわ

　　３７０-２３３３・群馬県富岡市中高瀬・なかだかせ

　　３７０-２３４３・群馬県富岡市七日市・なのかいち

　　３７０-２４６４・群馬県富岡市南蛇井・なんじやい

　　３７０-２３２３・群馬県富岡市野上・のがみ

　　３７０-２４６７・群馬県富岡市原・はら

　　３７０-２３０７・群馬県富岡市藤木・ふじき

　　３７０-２３４２・群馬県富岡市別保・べつほﾟ

　　３７０-２３１２・群馬県富岡市星田・ほしだ

　　３７０-２３２４・群馬県富岡市南後箇・みなみごか

　　３７０-２４５３・群馬県富岡市宮崎・みやざき

　　３７９-０２０２・群馬県富岡市妙義町大牛・みようぎまちおおうじ

　　３７０-２４１１・群馬県富岡市妙義町上高田・みようぎまちかみたかた

　　３７９-０２０５・群馬県富岡市妙義町北山・みようぎまちきたやま

　　３７０-２４１２・群馬県富岡市妙義町下高田・みようぎまちしもたかた

　　３７９-０２０８・群馬県富岡市妙義町菅原・みようぎまちすがはら

　　３７９-０２０３・群馬県富岡市妙義町岳・みようぎまちたけ

　　３７９-０２０６・群馬県富岡市妙義町中里・みようぎまちなかざと

　　３７９-０２０４・群馬県富岡市妙義町行沢・みようぎまちなめざわ

　　３７９-０２０７・群馬県富岡市妙義町古立・みようぎまちふるたち



　　３７９-０２０１・群馬県富岡市妙義町妙義・みようぎまちみようぎ

　　３７９-０２０９・群馬県富岡市妙義町諸戸・みようぎまちもろと

　　３７０-２４１３・群馬県富岡市妙義町八木連・みようぎまちやぎつれ

　　３７０-２３０３・群馬県富岡市蕨・わらび

　　３７９-０１００・群馬県安中市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３７９-０１０９・群馬県安中市秋間みのりが丘・あきまみのりがおか

　　３７９-０１１６・群馬県安中市安中・あんなか

　　３７９-０１２７・群馬県安中市磯部・いそべ

　　３７９-０１１１・群馬県安中市板鼻・いたはな

　　３７９-０１１２・群馬県安中市岩井・いわい

　　３７９-０１２１・群馬県安中市大竹・おおたけ

　　３７９-０１１３・群馬県安中市大谷・おおや

　　３７９-０１０５・群馬県安中市小俣・おまた

　　３７９-０１０８・群馬県安中市上後閑・かみごかん

　　３７９-０１２３・群馬県安中市上間仁田・かみまにた

　　３７９-０１３５・群馬県安中市郷原・ごうはﾞら

　　３７９-０１３２・群馬県安中市高別当・こうべつとう

　　３７９-０１２４・群馬県安中市鷺宮・さぎのみや

　　３７９-０１０４・群馬県安中市下秋間・しもあきま

　　３７９-０１２９・群馬県安中市下磯部・しもいそべ

　　３７９-０１０６・群馬県安中市下後閑・しもごかん

　　３７９-０１２２・群馬県安中市下間仁田・しもまにた

　　３７９-０１０３・群馬県安中市中秋間・なかあきま

　　３７９-０１０７・群馬県安中市中後閑・なかごかん

　　３７９-０１１５・群馬県安中市中宿・なかじゆく

　　３７９-０１２５・群馬県安中市中野谷・なかのや

　　３７９-０１０１・群馬県安中市西上秋間・にしかみあきま

　　３７９-０１２６・群馬県安中市西上磯部・にしかみいそべ

　　３７９-０１１４・群馬県安中市野殿・のどの

　　３７９-０１３３・群馬県安中市原市・はらいち

　　３７９-０１０２・群馬県安中市東上秋間・ひがしかみあきま

　　３７９-０１２８・群馬県安中市東上磯部・ひがしかみいそべ

　　３７９-０１３１・群馬県安中市古屋・ふるや

　　３７９-０２１６・群馬県安中市松井田町新井・まついだまちあらい

　　３７９-０３０５・群馬県安中市松井田町入山・まついだまちいりやま

　　３７９-０２２６・群馬県安中市松井田町行田・まついだまちおくなだ

　　３７９-０２１３・群馬県安中市松井田町小日向・まついだまちおびなた

　　３７９-０２１１・群馬県安中市松井田町上増田・まついだまちかみますだ

　　３７９-０３０４・群馬県安中市松井田町北野牧・まついだまちきたのまき

　　３７９-０２１４・群馬県安中市松井田町国衙・まついだまちこくが

　　３７９-０３０２・群馬県安中市松井田町五料・まついだまちごりよう

　　３７９-０３０７・群馬県安中市松井田町坂本・まついだまちさかもと

　　３７９-０２１２・群馬県安中市松井田町下増田・まついだまちしもますだ

　　３７９-０２１５・群馬県安中市松井田町高梨子・まついだまちたかなじ

　　３８９-０１２１・群馬県安中市松井田町峠・まついだまちとうげ

　　３７９-０２２１・群馬県安中市松井田町新堀・まついだまちにいほﾞり

　　３７９-０２２３・群馬県安中市松井田町二軒在家・まついだまちにけんざいけ

　　３７９-０３０３・群馬県安中市松井田町西野牧・まついだまちにしのまき

　　３７９-０３０６・群馬県安中市松井田町原・まついだまちはら

　　３７９-０２１７・群馬県安中市松井田町土塩・まついだまちひじしお

　　３７９-０２２４・群馬県安中市松井田町人見・まついだまちひとみ

　　３７９-０２２２・群馬県安中市松井田町松井田・まついだまちまついだ

　　３７９-０２２５・群馬県安中市松井田町八城・まついだまちやしろ

　　３７９-０３０１・群馬県安中市松井田町横川・まついだまちよこかわ

　　３７９-０１３６・群馬県安中市嶺・みね

　　３７９-０１３４・群馬県安中市簗瀬・やなせ

　　３７６-０１００・群馬県みどり市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３７６-０３０６・群馬県みどり市東町荻原・あずまちようおぎはら

　　３７６-０３０２・群馬県みどり市東町草木・あずまちようくさぎ

　　３７６-０３０４・群馬県みどり市東町神戸・あずまちようごうど

　　３７６-０３０８・群馬県みどり市東町小中・あずまちようこなか

　　３７６-０３０３・群馬県みどり市東町座間・あずまちようざま

　　３７６-０３０５・群馬県みどり市東町小夜戸・あずまちようさやど

　　３７６-０３０１・群馬県みどり市東町沢入・あずまちようそうり

　　３７６-０３０７・群馬県みどり市東町花輪・あずまちようはなわ

　　３７６-０１１４・群馬県みどり市大間々町浅原・おおままちようあさはﾞら

　　３７６-０１０１・群馬県みどり市大間々町大間々・おおままちようおおまま

　　３７６-０１１１・群馬県みどり市大間々町小平・おおままちようおだいら

　　３７６-０１０４・群馬県みどり市大間々町上神梅・おおままちようかみかんはﾞい

　　３７６-０１０２・群馬県みどり市大間々町桐原・おおままちようきりはﾞら



　　３７６-０１１６・群馬県みどり市大間々町塩沢・おおままちようしおざわ

　　３７６-０１１５・群馬県みどり市大間々町塩原・おおままちようしおはﾞら

　　３７６-０１０３・群馬県みどり市大間々町下神梅・おおままちようしもかんはﾞい

　　３７６-０１１３・群馬県みどり市大間々町高津戸・おおままちようたかつど

　　３７６-０１１２・群馬県みどり市大間々町長尾根・おおままちようながおね

　　３７９-２３１１・群馬県みどり市笠懸町阿左美・かさかけちようあざみ

　　３７９-２３１２・群馬県みどり市笠懸町久宮・かさかけちようくぐう

　　３７９-２３１４・群馬県みどり市笠懸町西鹿田・かさかけちようさいしかだ

　　３７９-２３１３・群馬県みどり市笠懸町鹿・かさかけちようしか

　　３７０-３５００・群馬県北群馬郡榛東村・・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３７０-３５０３・群馬県北群馬郡榛東村新井・ あらい

　　３７０-３５０５・群馬県北群馬郡榛東村上野原・ うえのはら

　　３７０-３５０１・群馬県北群馬郡榛東村長岡・ ながおか

　　３７０-３５０４・群馬県北群馬郡榛東村広馬場・ ひろはﾞはﾞ

　　３７０-３５０２・群馬県北群馬郡榛東村山子田・ やまこだ

　　３７０-３６００・群馬県北群馬郡吉岡町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３７０-３６０１・群馬県北群馬郡吉岡町漆原・うるしはﾞら

　　３７０-３６０２・群馬県北群馬郡吉岡町大久保・おおくほﾞ

　　３７０-３６０７・群馬県北群馬郡吉岡町小倉・おぐら

　　３７０-３６０６・群馬県北群馬郡吉岡町上野田・かみのだ

　　３７０-３６０５・群馬県北群馬郡吉岡町北下・きたしも

　　３７０-３６０８・群馬県北群馬郡吉岡町下野田・しものだ

　　３７０-３６０３・群馬県北群馬郡吉岡町陣場・じんはﾞ

　　３７０-３６０４・群馬県北群馬郡吉岡町南下・みなみしも

　　３７０-１６００・群馬県多野郡上野村・・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３７０-１６１６・群馬県多野郡上野村乙父・ おつち

　　３７０-１６１５・群馬県多野郡上野村乙母・ おとも

　　３７０-１６１３・群馬県多野郡上野村勝山・ かつやま

　　３７０-１６１４・群馬県多野郡上野村川和・ かわわ

　　３７０-１６１７・群馬県多野郡上野村楢原・ ならはら

　　３７０-１６１１・群馬県多野郡上野村新羽・ につはﾟ

　　３７０-１６１２・群馬県多野郡上野村野栗沢・ のぐりさわ

　　３７０-１６００・群馬県多野郡神流町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３７０-１５１１・群馬県多野郡神流町相原・あいはﾞら

　　３７０-１５１２・群馬県多野郡神流町青梨・あおなじ

　　３７０-１５０２・群馬県多野郡神流町麻生・あそう

　　３７０-１６０４・群馬県多野郡神流町尾附・おつﾞく

　　３７０-１６０２・群馬県多野郡神流町神ケ原・かがはら

　　３７０-１５０１・群馬県多野郡神流町柏木・かしわぎ

　　３７０-１５０６・群馬県多野郡神流町黒田・くろだ

　　３７０-１５１３・群馬県多野郡神流町小平・こだいら

　　３７０-１５１４・群馬県多野郡神流町塩沢・しおざわ

　　３７０-１５０３・群馬県多野郡神流町生利・しようり

　　３７０-１５１５・群馬県多野郡神流町船子・ふなこ

　　３７０-１６０３・群馬県多野郡神流町平原・へはﾞら

　　３７０-１５０４・群馬県多野郡神流町万場・まんはﾞ

　　３７０-１５０５・群馬県多野郡神流町森戸・もりど

　　３７０-１６０１・群馬県多野郡神流町魚尾・よのお

　　３７０-２６００・群馬県甘楽郡下仁田町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３７０-２６１１・群馬県甘楽郡下仁田町青倉・あおくら

　　３７０-２６１３・群馬県甘楽郡下仁田町大桑原・おおくわはら

　　３７０-２６１４・群馬県甘楽郡下仁田町風口・かざくち

　　３７０-２６２１・群馬県甘楽郡下仁田町上小坂・かみおさか

　　３７０-２６０６・群馬県甘楽郡下仁田町川井・かわい

　　３７０-２６０５・群馬県甘楽郡下仁田町栗山・くりやま

　　３７０-２６２３・群馬県甘楽郡下仁田町下小坂・しもおさか

　　３７０-２６１６・群馬県甘楽郡下仁田町下郷・しもごう

　　３７０-２６０１・群馬県甘楽郡下仁田町下仁田・しもにた

　　３７０-２６２２・群馬県甘楽郡下仁田町中小坂・なかおさか

　　３７０-２６２７・群馬県甘楽郡下仁田町西野牧・にしのまき

　　３７０-２６０２・群馬県甘楽郡下仁田町白山・はくさん

　　３７０-２６２４・群馬県甘楽郡下仁田町東野牧・ひがしのまき

　　３７０-２６１２・群馬県甘楽郡下仁田町平原・へはﾞら

　　３７０-２６０３・群馬県甘楽郡下仁田町馬山・まやま

　　３７０-２６２６・群馬県甘楽郡下仁田町南野牧・みなみのまき

　　３７０-２６１５・群馬県甘楽郡下仁田町宮室・みやむろ

　　３７０-２６２５・群馬県甘楽郡下仁田町本宿・もとじゆく

　　３７０-２６０４・群馬県甘楽郡下仁田町吉崎・よしざき

　　３７０-２８００・群馬県甘楽郡南牧村・・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３７０-２８０４・群馬県甘楽郡南牧村磐戸・ いわど



　　３７０-２８０１・群馬県甘楽郡南牧村大塩沢・ おおしおざわ

　　３７０-２８１２・群馬県甘楽郡南牧村大仁田・ おおにた

　　３７０-２８０６・群馬県甘楽郡南牧村大日向・ おおひなた

　　３７０-２８０２・群馬県甘楽郡南牧村小沢・ おざわ

　　３７０-２８１５・群馬県甘楽郡南牧村熊倉・ くまくら

　　３７０-２８０３・群馬県甘楽郡南牧村千原・ ちはら

　　３７０-２８１３・群馬県甘楽郡南牧村砥沢・ とざわ

　　３７０-２８１４・群馬県甘楽郡南牧村羽沢・ はざわ

　　３７０-２８０５・群馬県甘楽郡南牧村檜沢・ ひさわ

　　３７０-２８１６・群馬県甘楽郡南牧村星尾・ ほしお

　　３７０-２８１１・群馬県甘楽郡南牧村六車・ むくるま

　　３７０-２２００・群馬県甘楽郡甘楽町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３７０-２２０４・群馬県甘楽郡甘楽町秋畑・あきはた

　　３７０-２２１７・群馬県甘楽郡甘楽町天引・あまびき

　　３７０-２２０１・群馬県甘楽郡甘楽町上野・うえの

　　３７０-２２１１・群馬県甘楽郡甘楽町小川・おがわ

　　３７０-２２０２・群馬県甘楽郡甘楽町小幡・おはﾞた

　　３７０-２２１６・群馬県甘楽郡甘楽町金井・かない

　　３７０-２２０５・群馬県甘楽郡甘楽町国峰・くにみね

　　３７０-２２１３・群馬県甘楽郡甘楽町白倉・しらくら

　　３７０-２２０６・群馬県甘楽郡甘楽町善慶寺・ぜんけいじ

　　３７０-２２１５・群馬県甘楽郡甘楽町造石・つくりいじ

　　３７０-２２０３・群馬県甘楽郡甘楽町轟・とどろく

　　３７０-２２１４・群馬県甘楽郡甘楽町庭谷・にわや

　　３７０-２２１２・群馬県甘楽郡甘楽町福島・ふくしま

　　３７７-０４００・群馬県吾妻郡中之条町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３７７-０４２２・群馬県吾妻郡中之条町青山・あおやま

　　３７７-１３１１・群馬県吾妻郡中之条町赤岩・あかいわ

　　３７７-０４１７・群馬県吾妻郡中之条町赤坂・あかさか

　　３７７-０４１６・群馬県吾妻郡中之条町蟻川・ありがわ

　　３７７-０４２３・群馬県吾妻郡中之条町伊勢町・いせまち

　　３７７-０４２１・群馬県吾妻郡中之条町市城・いちしろ

　　３７７-１７０１・群馬県吾妻郡中之条町入山・いりやま

　　３７７-０４３１・群馬県吾妻郡中之条町岩本・いわもと

　　３７７-１７０３・群馬県吾妻郡中之条町太子・おおじ

　　３７７-０４１３・群馬県吾妻郡中之条町大塚・おおつﾞか

　　３７７-０５４４・群馬県吾妻郡中之条町折田（戦道）・おりだ(せんどう)

　　３７７-０４３３・群馬県吾妻郡中之条町折田（その他）・おりだ(そのた)

　　３７７-０５４１・群馬県吾妻郡中之条町上沢渡・かみさわたり

　　３７７-１７０４・群馬県吾妻郡中之条町小雨・こさめ

　　３７７-０４３２・群馬県吾妻郡中之条町五反田・ごたんだ

　　３７７-０６０１・群馬県吾妻郡中之条町四万・しま

　　３７７-０５４２・群馬県吾妻郡中之条町下沢渡・しもさわたり

　　３７７-０４１１・群馬県吾妻郡中之条町大道・だいどう

　　３７７-０４１４・群馬県吾妻郡中之条町平・たいら

　　３７７-０４１２・群馬県吾妻郡中之条町栃窪・とちくほﾞ

　　３７７-０４２４・群馬県吾妻郡中之条町中之条町・なかのじようまち

　　３７７-１７０２・群馬県吾妻郡中之条町生須・なます

　　３７７-０４２５・群馬県吾妻郡中之条町西中之条・にしなかのじよう

　　３７７-１３１２・群馬県吾妻郡中之条町日影・ひかげ

　　３７７-０５４３・群馬県吾妻郡中之条町山田（寺社原）・やまだ(じしやはﾞら)

　　３７７-０５４３・群馬県吾妻郡中之条町山田（細尾）・やまだ(ほそお)

　　３７７-０４３４・群馬県吾妻郡中之条町山田（その他）・やまだ(そのた)

　　３７７-０４１５・群馬県吾妻郡中之条町横尾・よこお

　　３７７-１３００・群馬県吾妻郡長野原町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３７７-１３１０・群馬県吾妻郡長野原町応桑（堂光原）・おおくわ(どうこうはら)

　　３７７-１４１１・群馬県吾妻郡長野原町応桑（その他）・おおくわ(そのた)

　　３７７-１３０８・群馬県吾妻郡長野原町大津・おおつ

　　３７７-１３０１・群馬県吾妻郡長野原町川原畑・かわらはた

　　３７７-１３０２・群馬県吾妻郡長野原町川原湯・かわらゆ

　　３７７-１４１２・群馬県吾妻郡長野原町北軽井沢・きたかるいざわ

　　３７７-１３０４・群馬県吾妻郡長野原町長野原・ながのはら

　　３７７-１３０７・群馬県吾妻郡長野原町羽根尾・はねお

　　３７７-１３０９・群馬県吾妻郡長野原町林・はやじ

　　３７７-１３０６・群馬県吾妻郡長野原町古森・ふるもり

　　３７７-１３０５・群馬県吾妻郡長野原町与喜屋・よきや

　　３７７-１３０３・群馬県吾妻郡長野原町横壁・よこかべ

　　３７７-１５００・群馬県吾妻郡嬬恋村・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３７７-１５２３・群馬県吾妻郡嬬恋村芦生田・ あしうだ

　　３７７-１５２１・群馬県吾妻郡嬬恋村今井・ いまい



　　３７７-１６１３・群馬県吾妻郡嬬恋村大笹・ おおざさ

　　３７７-１５１２・群馬県吾妻郡嬬恋村大前（細原２２５９～）・ おおまえ(ほそはら２２５９-)

　　３７７-１６１２・群馬県吾妻郡嬬恋村大前（その他）・ おおまえ(そのた)

　　３７７-１５２７・群馬県吾妻郡嬬恋村門貝・ かどがい

　　３７７-１４０３・群馬県吾妻郡嬬恋村鎌原（あやめケ原）・ かんはﾞら(あやめがはら)

　　３７７-１４０４・群馬県吾妻郡嬬恋村鎌原（大カイシコ）・ かんはﾞら(おおかいしこ)

　　３７７-１４０１・群馬県吾妻郡嬬恋村鎌原（奥軽井沢）・ かんはﾞら(おくかるいざわ)

　　３７７-１４０２・群馬県吾妻郡嬬恋村鎌原（鬼の泉水）・ かんはﾞら(おにのせんすい)

　　３７７-１６１６・群馬県吾妻郡嬬恋村鎌原（柏木塚）・ かんはﾞら(かしわぎつﾞか)

　　３７７-１６１７・群馬県吾妻郡嬬恋村鎌原（群馬坂）・ かんはﾞら(ぐんまざか)

　　３８４-００９７・群馬県吾妻郡嬬恋村鎌原（高峰高原）・ かんはﾞら(たかみねこうげん)

　　３７７-１６１５・群馬県吾妻郡嬬恋村鎌原（藤原）・ かんはﾞら(ふじわら)

　　３７７-１４０５・群馬県吾妻郡嬬恋村鎌原（モロシコ「浅間園」）・ かんはﾞら(もろしこ<あさまえ

ん>)

　　３７７-１５２４・群馬県吾妻郡嬬恋村鎌原（その他）・ かんはﾞら(そのた)

　　３７７-１５２５・群馬県吾妻郡嬬恋村西窪・ さいくほﾞ

　　３７７-１６１４・群馬県吾妻郡嬬恋村田代・ たしろ

　　３７７-１５２２・群馬県吾妻郡嬬恋村袋倉・ ふくろぐら

　　３７７-１５２８・群馬県吾妻郡嬬恋村干俣（吾妻鉱山）・ ほしまた(あがつまこうざん)

　　３７７-１５２８・群馬県吾妻郡嬬恋村干俣（万座温泉）・ ほしまた(まんざおんせん)

　　３７７-１６１１・群馬県吾妻郡嬬恋村干俣（その他）・ ほしまた(そのた)

　　３７７-１５２６・群馬県吾妻郡嬬恋村三原・ みはら

　　３７７-１７００・群馬県吾妻郡草津町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３７７-１７１１・群馬県吾妻郡草津町草津・くさつ

　　３７７-１７１２・群馬県吾妻郡草津町前口・まえぐち

　　３７７-０７００・群馬県吾妻郡高山村・・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３７７-０７０１・群馬県吾妻郡高山村尻高・ しつたか

　　３７７-０７０２・群馬県吾妻郡高山村中山・ なかやま

　　３７７-０８００・群馬県吾妻郡東吾妻町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３７７-０８１２・群馬県吾妻郡東吾妻町厚田・あつだ

　　３７７-０３０３・群馬県吾妻郡東吾妻町新巻・あらまき

　　３７０-３３２１・群馬県吾妻郡東吾妻町泉沢（烏帽子榛名湖畔）・(えほﾞし(はるなこはん)､

　　３７０-３３２１・群馬県吾妻郡東吾妻町泉沢（烏帽子烏帽子国有林７７林班）・(えほﾞし(はるなこ

はん)

　　３７７-０８０７・群馬県吾妻郡東吾妻町泉沢（その他）・いずみさわ(そのた)

　　３７７-０８０４・群馬県吾妻郡東吾妻町岩井・いわい

　　３７７-０８１５・群馬県吾妻郡東吾妻町岩下・いわした

　　３７７-０８０５・群馬県吾妻郡東吾妻町植栗・うえぐり

　　３７７-０９３５・群馬県吾妻郡東吾妻町大柏木・おおかしわぎ

　　３７７-０９３１・群馬県吾妻郡東吾妻町大戸・おおど

　　３７０-３３１１・群馬県吾妻郡東吾妻町岡崎（烏帽子「榛名湖畔」）・おかざき(えほﾞし<はるなこ

はん>)

　　３７７-０３０２・群馬県吾妻郡東吾妻町岡崎（その他）・おかざき(そのた)

　　３７７-０３０４・群馬県吾妻郡東吾妻町奥田・おくだ

　　３７７-０８０３・群馬県吾妻郡東吾妻町金井・かない

　　３７０-３３２２・群馬県吾妻郡東吾妻町川戸（烏帽子「榛名湖畔」）・かわど(えほﾞし<はるなこは

ん>)

　　３７７-０８０２・群馬県吾妻郡東吾妻町川戸（その他）・かわど(そのた)

　　３７７-０８０６・群馬県吾妻郡東吾妻町小泉・こいずみ

　　３７７-０８１１・群馬県吾妻郡東吾妻町郷原・ごうはﾞら

　　３７７-０３０５・群馬県吾妻郡東吾妻町五町田・ごちようだ

　　３７７-０９３４・群馬県吾妻郡東吾妻町須賀尾・すがお

　　３７７-０９３２・群馬県吾妻郡東吾妻町萩生・はぎゆう

　　３７７-０３０１・群馬県吾妻郡東吾妻町箱島・はこじま

　　３７７-０８０１・群馬県吾妻郡東吾妻町原町・はらまち

　　３７７-０８１４・群馬県吾妻郡東吾妻町松谷・まつや

　　３７７-０８１３・群馬県吾妻郡東吾妻町三島・みしま

　　３７７-０９３３・群馬県吾妻郡東吾妻町本宿・もとじゆく

　　３７７-０８１６・群馬県吾妻郡東吾妻町矢倉・やぐら

　　３７８-０４００・群馬県利根郡片品村・・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３７８-０４１５・群馬県利根郡片品村鎌田・ かまだ

　　３７８-０４１３・群馬県利根郡片品村越本・ こしもと

　　３７８-０４０５・群馬県利根郡片品村下平・ しもだいら

　　３７８-０４０１・群馬県利根郡片品村須賀川・ すかがわ

　　３７８-０４０３・群馬県利根郡片品村菅沼・ すがぬま

　　３７８-０４０６・群馬県利根郡片品村摺淵・ するぶち

　　３７８-０４０４・群馬県利根郡片品村築地・ ついじ

　　３７８-０４１２・群馬県利根郡片品村土出・ つちいで

　　３７８-０４１１・群馬県利根郡片品村戸倉・ とくら

　　３７８-０４０７・群馬県利根郡片品村幡谷・ はたや



　　３７８-０４０８・群馬県利根郡片品村花咲・ はなさく

　　３７８-０４０９・群馬県利根郡片品村針山・ はりやま

　　３７８-０４１４・群馬県利根郡片品村東小川・ ひがしおがわ

　　３７８-０４０２・群馬県利根郡片品村御座入・ みざのり

　　３７８-０１００・群馬県利根郡川場村・・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３７８-０１０４・群馬県利根郡川場村太田川・ おおたがわ

　　３７８-０１０２・群馬県利根郡川場村川場湯原・ かわはﾞゆはﾞら

　　３７８-０１０５・群馬県利根郡川場村小田川・ こたがわ

　　３７８-０１１２・群馬県利根郡川場村立岩・ たついわ

　　３７８-０１１４・群馬県利根郡川場村天神・ てんじん

　　３７８-０１０３・群馬県利根郡川場村中野・ なかの

　　３７８-０１１３・群馬県利根郡川場村生品・ なましな

　　３７８-０１１１・群馬県利根郡川場村萩室・ はぎむろ

　　３７８-０１１５・群馬県利根郡川場村門前・ もんぜん

　　３７８-０１０１・群馬県利根郡川場村谷地・ やち

　　３７９-１２００・群馬県利根郡昭和村・・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３７９-１２０７・群馬県利根郡昭和村赤城原・ あかぎはら

　　３７９-１２０３・群馬県利根郡昭和村糸井・ いとい

　　３７９-１２０１・群馬県利根郡昭和村生越・ おごせ

　　３７９-１２０２・群馬県利根郡昭和村貝野瀬・ かいのせ

　　３７９-１２０５・群馬県利根郡昭和村川額・ かわはけ

　　３７９-１２０６・群馬県利根郡昭和村橡久保・ とちくほﾞ

　　３７９-１２０４・群馬県利根郡昭和村森下・ もりした

　　３７９-１３００・群馬県利根郡みなかみ町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３７９-１４０４・群馬県利根郡みなかみ町相俣・あいまた

　　３７９-１６１８・群馬県利根郡みなかみ町阿能川・あのうがわ

　　３７９-１４１１・群馬県利根郡みなかみ町新巻・あらまき

　　３７９-１７２３・群馬県利根郡みなかみ町粟沢・あわざわ

　　３７９-１３１１・群馬県利根郡みなかみ町石倉・いしくら

　　３７９-１４１６・群馬県利根郡みなかみ町入須川・いりすかわ

　　３７９-１７２７・群馬県利根郡みなかみ町大穴・おおあな

　　３７９-１３０２・群馬県利根郡みなかみ町大沼・おおぬま

　　３７９-１３１２・群馬県利根郡みなかみ町小川・おがわ

　　３７９-１６１２・群馬県利根郡みなかみ町小日向・おびなた

　　３７９-１６１１・群馬県利根郡みなかみ町鹿野沢・かのさわ

　　３７９-１３１５・群馬県利根郡みなかみ町上津・かみつﾞ

　　３７９-１３０３・群馬県利根郡みなかみ町上牧・かみもく

　　３７９-１６１６・群馬県利根郡みなかみ町川上・かわかみ

　　３７９-１７２６・群馬県利根郡みなかみ町幸知・こうち

　　３７９-１３０５・群馬県利根郡みなかみ町後閑・ごかん

　　３７９-１６１５・群馬県利根郡みなかみ町小仁田・こにた

　　３７９-１４０３・群馬県利根郡みなかみ町猿ヶ京温泉・さるがきようおんせん

　　３７９-１３１４・群馬県利根郡みなかみ町下津・しもつﾞ

　　３７９-１３０４・群馬県利根郡みなかみ町下牧・しももく

　　３７９-１４１８・群馬県利根郡みなかみ町須川・すかわ

　　３７９-１６１３・群馬県利根郡みなかみ町高日向・たかひなた

　　３７９-１６１９・群馬県利根郡みなかみ町谷川・たにがわ

　　３７９-１３１３・群馬県利根郡みなかみ町月夜野・つきよの

　　３７９-１７２５・群馬県利根郡みなかみ町綱子・つなご

　　３７９-１６１４・群馬県利根郡みなかみ町寺間・てらま

　　３７９-１４０１・群馬県利根郡みなかみ町永井・ながい

　　３７９-１３０１・群馬県利根郡みなかみ町奈女沢・なめざわ

　　３７９-１４１５・群馬県利根郡みなかみ町西峰須川・にしみねすかわ

　　３７９-１４１２・群馬県利根郡みなかみ町羽場・ははﾞ

　　３７９-１４１７・群馬県利根郡みなかみ町東峰・ひがしみね

　　３７９-１４０２・群馬県利根郡みなかみ町吹路・ふくろ

　　３７９-１７２１・群馬県利根郡みなかみ町藤原・ふじわら

　　３７９-１４１４・群馬県利根郡みなかみ町布施・ふせ

　　３７９-１３０８・群馬県利根郡みなかみ町真庭・まにわ

　　３７９-１３０７・群馬県利根郡みなかみ町政所・まんどころ

　　３７９-１７２４・群馬県利根郡みなかみ町向山・むこうやま

　　３７９-１３０６・群馬県利根郡みなかみ町師・もろ

　　３７９-１４１３・群馬県利根郡みなかみ町師田・もろだ

　　３７９-１４０９・群馬県利根郡みなかみ町湯宿温泉・ゆじゆくおんせん

　　３７９-１６１７・群馬県利根郡みなかみ町湯原・ゆはﾞら

　　３７９-１７２８・群馬県利根郡みなかみ町湯桧曽・ゆびそ

　　３７９-１７２２・群馬県利根郡みなかみ町夜後・よご

　　３７９-１６０１・群馬県利根郡みなかみ町吉本・よしもと

　　３７０-１１００・群馬県佐波郡玉村町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３７０-１１１６・群馬県佐波郡玉村町飯倉・いいぐら



　　３７０-１１０２・群馬県佐波郡玉村町飯塚・いいつﾞか

　　３７０-１１３５・群馬県佐波郡玉村町板井・いたい

　　３７０-１１２６・群馬県佐波郡玉村町宇貫・うぬき

　　３７０-１１２１・群馬県佐波郡玉村町上飯島・かみいいじま

　　３７０-１１３３・群馬県佐波郡玉村町上新田・かみしんでん

　　３７０-１１２７・群馬県佐波郡玉村町上之手・かみのて

　　３７０-１１０４・群馬県佐波郡玉村町上福島・かみふくしま

　　３７０-１１２２・群馬県佐波郡玉村町上茂木・かみもぎ

　　３７０-１１１７・群馬県佐波郡玉村町川井・かわい

　　３７０-１１１４・群馬県佐波郡玉村町小泉・こいずみ

　　３７０-１１２８・群馬県佐波郡玉村町後箇・ごか

　　３７０-１１１５・群馬県佐波郡玉村町五料・ごりよう

　　３７０-１１３１・群馬県佐波郡玉村町斎田・さいだ

　　３７０-１１３２・群馬県佐波郡玉村町下新田・しもしんでん

　　３７０-１１１２・群馬県佐波郡玉村町下之宮・しものみや

　　３７０-１１２３・群馬県佐波郡玉村町下茂木・しももぎ

　　３７０-１１２４・群馬県佐波郡玉村町角渕・つのぶち

　　３７０-１１１１・群馬県佐波郡玉村町南玉・なんぎよく

　　３７０-１１１３・群馬県佐波郡玉村町箱石・はこいじ

　　３７０-１１０３・群馬県佐波郡玉村町樋越・ひごじ

　　３７０-１１０５・群馬県佐波郡玉村町福島・ふくじま

　　３７０-１１０１・群馬県佐波郡玉村町藤川・ふじかわ

　　３７０-１１２５・群馬県佐波郡玉村町八幡原・やわたはﾞら

　　３７０-１１３４・群馬県佐波郡玉村町与六分・よろくぶ

　　３７４-０１００・群馬県邑楽郡板倉町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３７４-０１１２・群馬県邑楽郡板倉町朝日野・あさひの

　　３７４-０１２３・群馬県邑楽郡板倉町飯野・いいの

　　３７４-０１１３・群馬県邑楽郡板倉町泉野・いずみの

　　３７４-０１３２・群馬県邑楽郡板倉町板倉・いたくら

　　３７４-０１３３・群馬県邑楽郡板倉町岩田・いわた

　　３７４-０１３５・群馬県邑楽郡板倉町内蔵新田・うちくらしんでん

　　３７４-０１１１・群馬県邑楽郡板倉町海老瀬・えびせ

　　３７４-０１３１・群馬県邑楽郡板倉町大蔵・おおくら

　　３７４-０１２２・群馬県邑楽郡板倉町大高嶋・おおたかしま

　　３７４-０１０４・群馬県邑楽郡板倉町大荷場・おおにんはﾞ

　　３７４-０１０５・群馬県邑楽郡板倉町大曲・おおまがり

　　３７４-０１２１・群馬県邑楽郡板倉町下五箇・しもごか

　　３７４-０１０７・群馬県邑楽郡板倉町西岡・にしおか

　　３７４-０１０６・群馬県邑楽郡板倉町西岡新田・にしおかしんでん

　　３７４-０１０２・群馬県邑楽郡板倉町離・はなれ

　　３７４-０１０３・群馬県邑楽郡板倉町細谷・ほそや

　　３７４-０１３４・群馬県邑楽郡板倉町籾谷・もみや

　　３７４-０１０１・群馬県邑楽郡板倉町除川・よけがわ

　　３７０-０７００・群馬県邑楽郡明和町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３７０-０７１１・群馬県邑楽郡明和町入ケ谷・いりかや

　　３７０-０７１４・群馬県邑楽郡明和町梅原・うめはﾞら

　　３７０-０７０６・群馬県邑楽郡明和町江口・えぐち

　　３７０-０７１５・群馬県邑楽郡明和町大佐貫・おおざぬき

　　３７０-０７１８・群馬県邑楽郡明和町大輪・おおわ

　　３７０-０７０２・群馬県邑楽郡明和町上江黒・かみえぐろ

　　３７０-０７１６・群馬県邑楽郡明和町川俣・かわまた

　　３７０-０７０３・群馬県邑楽郡明和町下江黒・しもえぐろ

　　３７０-０７１７・群馬県邑楽郡明和町須賀・すか

　　３７０-０７０５・群馬県邑楽郡明和町千津井・せんつﾞい

　　３７０-０７０７・群馬県邑楽郡明和町田島・たじま

　　３７０-０７０４・群馬県邑楽郡明和町斗合田・とごうた

　　３７０-０７１３・群馬県邑楽郡明和町中谷・なかや

　　３７０-０７０８・群馬県邑楽郡明和町新里・につさと

　　３７０-０７０１・群馬県邑楽郡明和町南大島・みなみおおしま

　　３７０-０７１２・群馬県邑楽郡明和町矢島・やじま

　　３７０-０５００・群馬県邑楽郡千代田町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３７０-０５０３・群馬県邑楽郡千代田町赤岩・あかいわ

　　３７０-０５０６・群馬県邑楽郡千代田町赤岩西・あかいわにじ

　　３７０-０７２６・群馬県邑楽郡千代田町上五箇・かみごか

　　３７０-０７２５・群馬県邑楽郡千代田町上中森・かみなかもり

　　３７０-０７２２・群馬県邑楽郡千代田町萱野・かやの

　　３７０-０７２１・群馬県邑楽郡千代田町木崎・きざき

　　３７０-０７２４・群馬県邑楽郡千代田町下中森・しもなかもり

　　３７０-０７２３・群馬県邑楽郡千代田町昭和・しようわ

　　３７０-０５０５・群馬県邑楽郡千代田町新福寺・しんふﾟくじ



　　３７０-０７２７・群馬県邑楽郡千代田町瀬戸井・せどい

　　３７０-０５０２・群馬県邑楽郡千代田町鍋谷・なべや

　　３７０-０５０１・群馬県邑楽郡千代田町福島・ふくじま

　　３７０-０５０４・群馬県邑楽郡千代田町舞木・まいぎ

　　３７０-０５０７・群馬県邑楽郡千代田町舞木東・まいぎひがじ

　　３７０-０５００・群馬県邑楽郡大泉町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３７０-０５１４・群馬県邑楽郡大泉町朝日・あさひ

　　３７０-０５３１・群馬県邑楽郡大泉町いずみ・いずみ

　　３７０-０５３４・群馬県邑楽郡大泉町丘山・おかやま

　　３７０-０５１２・群馬県邑楽郡大泉町上小泉・かみこいずみ

　　３７０-０５１１・群馬県邑楽郡大泉町北小泉・きたこいずみ

　　３７０-０５２４・群馬県邑楽郡大泉町古海・こかい

　　３７０-０５３２・群馬県邑楽郡大泉町坂田・さかだ

　　３７０-０５１５・群馬県邑楽郡大泉町下小泉・しもこいずみ

　　３７０-０５１８・群馬県邑楽郡大泉町城之内・しろのうち

　　３７０-０５２１・群馬県邑楽郡大泉町住吉・すみよじ

　　３７０-０５３３・群馬県邑楽郡大泉町仙石・せんごく

　　３７０-０５１６・群馬県邑楽郡大泉町中央・ちゆうおう

　　３７０-０５１７・群馬県邑楽郡大泉町西小泉・にしこいずみ

　　３７０-０５１３・群馬県邑楽郡大泉町東小泉・ひがしこいずみ

　　３７０-０５２５・群馬県邑楽郡大泉町日の出・ひので

　　３７０-０５２２・群馬県邑楽郡大泉町富士・ふじ

　　３７０-０５３６・群馬県邑楽郡大泉町古氷・ふるこおり

　　３７０-０５２３・群馬県邑楽郡大泉町吉田・よしだ

　　３７０-０５３５・群馬県邑楽郡大泉町寄木戸・よりきど

　　３７０-０６００・群馬県邑楽郡邑楽町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３７０-０６１４・群馬県邑楽郡邑楽町赤堀・あかほり

　　３７０-０６０６・群馬県邑楽郡邑楽町秋妻・あきつﾞま

　　３７０-０６０２・群馬県邑楽郡邑楽町明野・あけの

　　３７０-０６０４・群馬県邑楽郡邑楽町石打・いしうち

　　３７０-０６０１・群馬県邑楽郡邑楽町鶉・うずら

　　３７０-０６１１・群馬県邑楽郡邑楽町鶉新田・うずらしんでん

　　３７０-０６１６・群馬県邑楽郡邑楽町光善寺・こうぜんじ

　　３７０-０６１５・群馬県邑楽郡邑楽町篠塚・しのつﾞか

　　３７０-０６１２・群馬県邑楽郡邑楽町新中野・しんなかの

　　３７０-０６０３・群馬県邑楽郡邑楽町中野・なかの

　　３７０-０６０５・群馬県邑楽郡邑楽町藤川・ふじかわ

　　３７０-０６１３・群馬県邑楽郡邑楽町狸塚・むじなつﾞか




