
　　０６０-００００・北海道札幌市中央区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　０６４-０９４１・北海道札幌市中央区旭ケ丘・あさひがおか

　　０６０-００４１・北海道札幌市中央区大通東・おおどおりひがじ

　　０６０-００４２・北海道札幌市中央区大通西（１～１９丁目）・おおどおりにし

　　０６４-０８２０・北海道札幌市中央区大通西（２０～２８丁目）・おおどおりにし

　　０６０-００３１・北海道札幌市中央区北一条東・きた１じようひがじ

　　０６０-０００１・北海道札幌市中央区北一条西（１～１９丁目）・きた１じようにし

　　０６４-０８２１・北海道札幌市中央区北一条西（２０～２８丁目）・きた１じようにし

　　０６０-００３２・北海道札幌市中央区北二条東・きた２じようひがじ

　　０６０-０００２・北海道札幌市中央区北二条西（１～１９丁目）・きた２じようにし

　　０６４-０８２２・北海道札幌市中央区北二条西（２０～２８丁目）・きた２じようにし

　　０６０-００３３・北海道札幌市中央区北三条東・きた３じようひがじ

　　０６０-０００３・北海道札幌市中央区北三条西（１～１９丁目）・きた３じようにし

　　０６４-０８２３・北海道札幌市中央区北三条西（２０～３０丁目）・きた３じようにし

　　０６０-００３４・北海道札幌市中央区北四条東（１～８丁目）・きた４じようひがし

　　０６０-０００４・北海道札幌市中央区北四条西（１～１９丁目）・きた４じようにし

　　０６４-０８２４・北海道札幌市中央区北四条西（２０～３０丁目）・きた４じようにし

　　０６０-００３５・北海道札幌市中央区北五条東・きた５じようひがじ

　　０６０-０００５・北海道札幌市中央区北五条西（１～２４丁目）・きた５じようにし

　　０６４-０８２５・北海道札幌市中央区北五条西（２５～２９丁目）・きた５じようにし

　　０６０-０００６・北海道札幌市中央区北六条西（１０～２５丁目）・きた６じようにし

　　０６４-０８２６・北海道札幌市中央区北六条西（２６～２８丁目）・きた６じようにし

　　０６０-０００７・北海道札幌市中央区北七条西・きた７じようにじ

　　０６０-０００８・北海道札幌市中央区北八条西・きた８じようにじ

　　０６０-０００９・北海道札幌市中央区北九条西・きた９じようにじ

　　０６０-００１０・北海道札幌市中央区北十条西・きた１０じようにじ

　　０６０-００１１・北海道札幌市中央区北十一条西・きた１１じようにじ

　　０６０-００１２・北海道札幌市中央区北十二条西・きた１２じようにじ

　　０６０-００１３・北海道札幌市中央区北十三条西・きた１３じようにじ

　　０６０-００１４・北海道札幌市中央区北十四条西・きた１４じようにじ

　　０６０-００１５・北海道札幌市中央区北十五条西・きた１５じようにじ

　　０６０-００１６・北海道札幌市中央区北十六条西・きた１６じようにじ

　　０６０-００１７・北海道札幌市中央区北十七条西・きた１７じようにじ

　　０６０-００１８・北海道札幌市中央区北十八条西・きた１８じようにじ

　　０６０-００２０・北海道札幌市中央区北二十条西・きた２０じようにじ

　　０６０-００２１・北海道札幌市中央区北二十一条西・きた２１じようにじ

　　０６０-００２２・北海道札幌市中央区北二十二条西・きた２２じようにじ

　　０６４-０９４３・北海道札幌市中央区界川・さかいがわ

　　０６４-０９３１・北海道札幌市中央区中島公園・なかじまこうえん

　　０６４-０９４５・北海道札幌市中央区盤渓・はﾞんけい

　　０６４-０９４２・北海道札幌市中央区伏見・ふしみ

　　０６４-０９４６・北海道札幌市中央区双子山・ふたごやま

　　０６４-０９４４・北海道札幌市中央区円山西町・まるやまにしまち

　　０６０-００５１・北海道札幌市中央区南一条東・みなみ１じようひがじ

　　０６０-００６１・北海道札幌市中央区南一条西（１～１９丁目）・みなみ１じようにし

　　０６４-０８０１・北海道札幌市中央区南一条西（２０～２８丁目）・みなみ１じようにし(

　　０６０-００５２・北海道札幌市中央区南二条東・みなみ２じようひがじ

　　０６０-００６２・北海道札幌市中央区南二条西（１～１９丁目）・みなみ２じようにし

　　０６４-０８０２・北海道札幌市中央区南二条西（２０～２８丁目）・みなみ２じようにし(

　　０６０-００５３・北海道札幌市中央区南三条東・みなみ３じようひがじ

　　０６０-００６３・北海道札幌市中央区南三条西（１～１８丁目）・みなみ３じようにし(１-１８)

　　０６４-０８０３・北海道札幌市中央区南三条西（２０～２８丁目）・みなみ３じようにし(

　　０６０-００５４・北海道札幌市中央区南四条東・みなみ４じようひがじ

　　０６４-０８０４・北海道札幌市中央区南四条西・みなみ４じようにじ

　　０６０-００５５・北海道札幌市中央区南五条東・みなみ５じようひがじ

　　０６４-０８０５・北海道札幌市中央区南五条西・みなみ５じようにじ

　　０６０-００５６・北海道札幌市中央区南六条東・みなみ６じようひがじ

　　０６４-０８０６・北海道札幌市中央区南六条西・みなみ６じようにじ

　　０６０-００５７・北海道札幌市中央区南七条東・みなみ７じようひがじ

　　０６４-０８０７・北海道札幌市中央区南七条西・みなみ７じようにじ

　　０６４-０８０８・北海道札幌市中央区南八条西・みなみ８じようにじ

　　０６４-０８０９・北海道札幌市中央区南九条西・みなみ９じようにじ

　　０６４-０８１０・北海道札幌市中央区南十条西・みなみ１０じようにじ

　　０６４-０８１１・北海道札幌市中央区南十一条西・みなみ１１じようにじ

　　０６４-０９１２・北海道札幌市中央区南十二条西・みなみ１２じようにじ

　　０６４-０９１３・北海道札幌市中央区南十三条西・みなみ１３じようにじ

　　０６４-０９１４・北海道札幌市中央区南十四条西・みなみ１４じようにじ

　　０６４-０９１５・北海道札幌市中央区南十五条西・みなみ１５じようにじ

　　０６４-０９１６・北海道札幌市中央区南十六条西・みなみ１６じようにじ

　　０６４-０９１７・北海道札幌市中央区南十七条西・みなみ１７じようにじ
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　　０６４-０９１８・北海道札幌市中央区南十八条西・みなみ１８じようにじ

　　０６４-０９１９・北海道札幌市中央区南十九条西・みなみ１９じようにじ

　　０６４-０９２０・北海道札幌市中央区南二十条西・みなみ２０じようにじ

　　０６４-０９２１・北海道札幌市中央区南二十一条西・みなみ２１じようにじ

　　０６４-０９２２・北海道札幌市中央区南二十二条西・みなみ２２じようにじ

　　０６４-０９２３・北海道札幌市中央区南二十三条西・みなみ２３じようにじ

　　０６４-０９２４・北海道札幌市中央区南二十四条西・みなみ２４じようにじ

　　０６４-０９２５・北海道札幌市中央区南二十五条西・みなみ２５じようにじ

　　０６４-０９２６・北海道札幌市中央区南二十六条西・みなみ２６じようにじ

　　０６４-０９２７・北海道札幌市中央区南二十七条西・みなみ２７じようにじ

　　０６４-０９２８・北海道札幌市中央区南二十八条西・みなみ２８じようにじ

　　０６４-０９２９・北海道札幌市中央区南二十九条西・みなみ２９じようにじ

　　０６４-０９３０・北海道札幌市中央区南三十条西（９～１１丁目）・みなみ３０じようにし

　　０６４-０９５９・北海道札幌市中央区宮ケ丘・みやがおか

　　０６４-０９５８・北海道札幌市中央区宮の森・みやのもり

　　０６４-０９５１・北海道札幌市中央区宮の森一条・みやのもり１じよう

　　０６４-０９５２・北海道札幌市中央区宮の森二条・みやのもり２じよう

　　０６４-０９５３・北海道札幌市中央区宮の森三条・みやのもり３じよう

　　０６４-０９５４・北海道札幌市中央区宮の森四条・みやのもり４じよう

　　００１-００００・北海道札幌市北区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　００２-８０７１・北海道札幌市北区あいの里一条・あいのさと１じよう

　　００２-８０７２・北海道札幌市北区あいの里二条・あいのさと２じよう

　　００２-８０７３・北海道札幌市北区あいの里三条・あいのさと３じよう

　　００２-８０７４・北海道札幌市北区あいの里四条・あいのさと４じよう

　　００２-８０７５・北海道札幌市北区あいの里五条・あいのさと５じよう

　　００１-００４５・北海道札幌市北区麻生町・あさぶちよう

　　０６０-０８０６・北海道札幌市北区北六条西・きた６じようにじ

　　０６０-０８０７・北海道札幌市北区北七条西・きた７じようにじ

　　０６０-０８０８・北海道札幌市北区北八条西・きた８じようにじ

　　０６０-０８０９・北海道札幌市北区北九条西・きた９じようにじ

　　００１-００１０・北海道札幌市北区北十条西（１～４丁目）・きた１０じようにし

　　０６０-０８１０・北海道札幌市北区北十条西（５～１１丁目）・きた１０じようにし

　　００１-００１１・北海道札幌市北区北十一条西（１～４丁目）・きた１１じようにし

　　０６０-０８１１・北海道札幌市北区北十一条西（５～１１丁目）・きた１１じようにし

　　００１-００１２・北海道札幌市北区北十二条西（１～４丁目）・きた１２じようにし

　　０６０-０８１２・北海道札幌市北区北十二条西（５～１２丁目）・きた１２じようにし

　　００１-００１３・北海道札幌市北区北十三条西（１～４丁目）・きた１３じようにし

　　０６０-０８１３・北海道札幌市北区北十三条西（５～１２丁目）・きた１３じようにし

　　００１-００１４・北海道札幌市北区北十四条西（１～４丁目）・きた１４じようにし

　　０６０-０８１４・北海道札幌市北区北十四条西（５～１３丁目）・きた１４じようにし

　　００１-００１５・北海道札幌市北区北十五条西（１～５丁目）・きた１５じようにし

　　０６０-０８１５・北海道札幌市北区北十五条西（６～１３丁目）・きた１５じようにし

　　００１-００１６・北海道札幌市北区北十六条西（１～６丁目）・きた１６じようにし

　　０６０-０８１６・北海道札幌市北区北十六条西（７～１３丁目）・きた１６じようにし

　　００１-００１７・北海道札幌市北区北十七条西（１～６丁目）・きた１７じようにし

　　０６０-０８１７・北海道札幌市北区北十七条西（７～１３丁目）・きた１７じようにし

　　００１-００１８・北海道札幌市北区北十八条西（１～７丁目）・きた１８じようにし

　　０６０-０８１８・北海道札幌市北区北十八条西（８～１３丁目）・きた１８じようにし

　　００１-００１９・北海道札幌市北区北十九条西（２～７丁目）・きた１９じようにし

　　０６０-０８１９・北海道札幌市北区北十九条西（８～１３丁目）・きた１９じようにし

　　００１-００２０・北海道札幌市北区北二十条西（２～１０丁目）・きた２０じようにし

　　０６０-０８２０・北海道札幌市北区北二十条西（１１～１３丁目）・きた２０じようにし

　　００１-００２１・北海道札幌市北区北二十一条西・きた２１じようにじ

　　００１-００２２・北海道札幌市北区北二十二条西・きた２２じようにじ

　　００１-００２３・北海道札幌市北区北二十三条西・きた２３じようにじ

　　００１-００２４・北海道札幌市北区北二十四条西・きた２４じようにじ

　　００１-００２５・北海道札幌市北区北二十五条西・きた２５じようにじ

　　００１-００２６・北海道札幌市北区北二十六条西・きた２６じようにじ

　　００１-００２７・北海道札幌市北区北二十七条西・きた２７じようにじ

　　００１-００２８・北海道札幌市北区北二十八条西・きた２８じようにじ

　　００１-００２９・北海道札幌市北区北二十九条西・きた２９じようにじ

　　００１-００３０・北海道札幌市北区北三十条西・きた３０じようにじ

　　００１-００３１・北海道札幌市北区北三十一条西・きた３１じようにじ

　　００１-００３２・北海道札幌市北区北三十二条西・きた３２じようにじ

　　００１-００３３・北海道札幌市北区北三十三条西・きた３３じようにじ

　　００１-００３４・北海道札幌市北区北三十四条西・きた３４じようにじ

　　００１-００３５・北海道札幌市北区北三十五条西・きた３５じようにじ

　　００１-００３６・北海道札幌市北区北三十六条西・きた３６じようにじ

　　００１-００３７・北海道札幌市北区北三十七条西・きた３７じようにじ

　　００１-００３８・北海道札幌市北区北三十八条西・きた３８じようにじ



　　００１-００３９・北海道札幌市北区北三十九条西・きた３９じようにじ

　　００１-００４０・北海道札幌市北区北四十条西・きた４０じようにじ

　　００２-８０２１・北海道札幌市北区篠路一条・しのろ１じよう

　　００２-８０２２・北海道札幌市北区篠路二条・しのろ２じよう

　　００２-８０２３・北海道札幌市北区篠路三条・しのろ３じよう

　　００２-８０２４・北海道札幌市北区篠路四条・しのろ４じよう

　　００２-８０２５・北海道札幌市北区篠路五条・しのろ５じよう

　　００２-８０２６・北海道札幌市北区篠路六条・しのろ６じよう

　　００２-８０２７・北海道札幌市北区篠路七条・しのろ７じよう

　　００２-８０２８・北海道札幌市北区篠路八条・しのろ８じよう

　　００２-８０２９・北海道札幌市北区篠路九条・しのろ９じよう

　　００２-８０３０・北海道札幌市北区篠路十条・しのろ１０じよう

　　００２-８０５２・北海道札幌市北区篠路町上篠路・しのろちようかみしのろ

　　００２-８０５３・北海道札幌市北区篠路町篠路・しのろちようしのろ

　　００２-８０５１・北海道札幌市北区篠路町太平・しのろちようたいへい

　　００２-８０５４・北海道札幌市北区篠路町拓北・しのろちようたくほく

　　００２-８０５５・北海道札幌市北区篠路町福移・しのろちようふくい

　　００１-０９３０・北海道札幌市北区新川・しんかわ

　　００１-０９２１・北海道札幌市北区新川一条・しんかわ１じよう

　　００１-０９２２・北海道札幌市北区新川二条・しんかわ２じよう

　　００１-０９２３・北海道札幌市北区新川三条・しんかわ３じよう

　　００１-０９２４・北海道札幌市北区新川四条・しんかわ４じよう

　　００１-０９２５・北海道札幌市北区新川五条・しんかわ５じよう

　　００１-０９２６・北海道札幌市北区新川六条・しんかわ６じよう

　　００１-０９２７・北海道札幌市北区新川七条・しんかわ７じよう

　　００１-０９２８・北海道札幌市北区新川八条・しんかわ８じよう

　　００１-０９３１・北海道札幌市北区新川西一条・しんかわにし１じよう

　　００１-０９３２・北海道札幌市北区新川西二条・しんかわにし２じよう

　　００１-０９３３・北海道札幌市北区新川西三条・しんかわにし３じよう

　　００１-０９３４・北海道札幌市北区新川西四条・しんかわにし４じよう

　　００１-０９３５・北海道札幌市北区新川西五条・しんかわにし５じよう

　　００１-０９０１・北海道札幌市北区新琴似一条・しんことに１じよう

　　００１-０９０２・北海道札幌市北区新琴似二条・しんことに２じよう

　　００１-０９０３・北海道札幌市北区新琴似三条・しんことに３じよう

　　００１-０９０４・北海道札幌市北区新琴似四条・しんことに４じよう

　　００１-０９０５・北海道札幌市北区新琴似五条・しんことに５じよう

　　００１-０９０６・北海道札幌市北区新琴似六条・しんことに６じよう

　　００１-０９０７・北海道札幌市北区新琴似七条・しんことに７じよう

　　００１-０９０８・北海道札幌市北区新琴似八条・しんことに８じよう

　　００１-０９０９・北海道札幌市北区新琴似九条・しんことに９じよう

　　００１-０９１０・北海道札幌市北区新琴似十条・しんことに１０じよう

　　００１-０９１１・北海道札幌市北区新琴似十一条・しんことに１１じよう

　　００１-０９１２・北海道札幌市北区新琴似十二条・しんことに１２じよう

　　００１-０９１５・北海道札幌市北区新琴似町・しんことにちよう

　　００２-８００１・北海道札幌市北区太平一条・たいへい１じよう

　　００２-８００２・北海道札幌市北区太平二条・たいへい２じよう

　　００２-８００３・北海道札幌市北区太平三条・たいへい３じよう

　　００２-８００４・北海道札幌市北区太平四条・たいへい４じよう

　　００２-８００５・北海道札幌市北区太平五条・たいへい５じよう

　　００２-８００６・北海道札幌市北区太平六条・たいへい６じよう

　　００２-８００７・北海道札幌市北区太平七条・たいへい７じよう

　　００２-８００８・北海道札幌市北区太平八条・たいへい８じよう

　　００２-８００９・北海道札幌市北区太平九条・たいへい９じよう

　　００２-８０１０・北海道札幌市北区太平十条・たいへい１０じよう

　　００２-８０１１・北海道札幌市北区太平十一条・たいへい１１じよう

　　００２-８０１２・北海道札幌市北区太平十二条・たいへい１２じよう

　　００２-８０６１・北海道札幌市北区拓北一条・たくほく１じよう

　　００２-８０６２・北海道札幌市北区拓北二条・たくほく２じよう

　　００２-８０６３・北海道札幌市北区拓北三条・たくほく３じよう

　　００２-８０６４・北海道札幌市北区拓北四条・たくほく４じよう

　　００２-８０６５・北海道札幌市北区拓北五条・たくほく５じよう

　　００２-８０６６・北海道札幌市北区拓北六条・たくほく６じよう

　　００２-８０６７・北海道札幌市北区拓北七条・たくほく７じよう

　　００２-８０６８・北海道札幌市北区拓北八条・たくほく８じよう

　　００２-０８５１・北海道札幌市北区屯田一条・とんでん１じよう

　　００２-０８５２・北海道札幌市北区屯田二条・とんでん２じよう

　　００２-０８５３・北海道札幌市北区屯田三条・とんでん３じよう

　　００２-０８５４・北海道札幌市北区屯田四条・とんでん４じよう

　　００２-０８５５・北海道札幌市北区屯田五条・とんでん５じよう

　　００２-０８５６・北海道札幌市北区屯田六条・とんでん６じよう



　　００２-０８５７・北海道札幌市北区屯田七条・とんでん７じよう

　　００２-０８５８・北海道札幌市北区屯田八条・とんでん８じよう

　　００２-０８５９・北海道札幌市北区屯田九条・とんでん９じよう

　　００２-０８６０・北海道札幌市北区屯田十条・とんでん１０じよう

　　００２-０８６１・北海道札幌市北区屯田十一条・とんでん１１じよう

　　００２-０８６５・北海道札幌市北区屯田町・とんでんちよう

　　００２-８０３８・北海道札幌市北区西茨戸・にしはﾞらと

　　００２-８０３１・北海道札幌市北区西茨戸一条・にしはﾞらと１じよう

　　００２-８０３２・北海道札幌市北区西茨戸二条・にしはﾞらと２じよう

　　００２-８０３３・北海道札幌市北区西茨戸三条・にしはﾞらと３じよう

　　００２-８０３４・北海道札幌市北区西茨戸四条・にしはﾞらと４じよう

　　００２-８０３５・北海道札幌市北区西茨戸五条・にしはﾞらと５じよう

　　００２-８０３６・北海道札幌市北区西茨戸六条・にしはﾞらと６じよう

　　００２-８０３７・北海道札幌市北区西茨戸七条・にしはﾞらと７じよう

　　００２-８０４３・北海道札幌市北区東茨戸・ひがしはﾞらと

　　００２-８０４１・北海道札幌市北区東茨戸一条・ひがしはﾞらと１じよう

　　００２-８０４２・北海道札幌市北区東茨戸二条・ひがしはﾞらと２じよう

　　００２-８０４４・北海道札幌市北区東茨戸三条・ひがしはﾞらと３じよう

　　００２-８０４５・北海道札幌市北区東茨戸四条・ひがしはﾞらと４じよう

　　００２-８０９１・北海道札幌市北区南あいの里・みなみあいのさと

　　００２-８０８１・北海道札幌市北区百合が原・ゆりがはら

　　００２-８０８２・北海道札幌市北区百合が原公園・ゆりがはらこうえん

　　０６５-００００・北海道札幌市東区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　００７-０８８０・北海道札幌市東区丘珠町・おかだまちよう

　　００７-０８８１・北海道札幌市東区北丘珠一条・きたおかだま１じよう

　　００７-０８８２・北海道札幌市東区北丘珠二条・きたおかだま２じよう

　　００７-０８８３・北海道札幌市東区北丘珠三条・きたおかだま３じよう

　　００７-０８８４・北海道札幌市東区北丘珠四条・きたおかだま４じよう

　　００７-０８８５・北海道札幌市東区北丘珠五条・きたおかだま５じよう

　　００７-０８８６・北海道札幌市東区北丘珠六条・きたおかだま６じよう

　　０６５-０００４・北海道札幌市東区北四条東（９～１６丁目）・きた４じようひがし

　　０６０-０９０５・北海道札幌市東区北五条東（４～７丁目）・きた５じようひがし

　　０６５-０００５・北海道札幌市東区北五条東（８～１７丁目）・きた５じようひがし

　　０６０-０９０６・北海道札幌市東区北六条東（１～７丁目）・きた６じようひがし

　　０６５-０００６・北海道札幌市東区北六条東（８～２０丁目）・きた６じようひがし

　　０６０-０９０７・北海道札幌市東区北七条東（１～７丁目）・きた７じようひがし

　　０６５-０００７・北海道札幌市東区北七条東（８～２０丁目）・きた７じようひがし

　　０６０-０９０８・北海道札幌市東区北八条東（１～７丁目）・きた８じようひがし

　　０６５-０００８・北海道札幌市東区北八条東（８～１９丁目）・きた８じようひがし

　　０６０-０９０９・北海道札幌市東区北九条東（１～７丁目）・きた９じようひがし

　　０６５-０００９・北海道札幌市東区北九条東（８～１６丁目）・きた９じようひがし

　　０６５-００１０・北海道札幌市東区北十条東・きた１０じようひがじ

　　０６５-００１１・北海道札幌市東区北十一条東・きた１１じようひがじ

　　０６５-００１２・北海道札幌市東区北十二条東・きた１２じようひがじ

　　０６５-００１３・北海道札幌市東区北十三条東・きた１３じようひがじ

　　０６５-００１４・北海道札幌市東区北十四条東・きた１４じようひがじ

　　０６５-００１５・北海道札幌市東区北十五条東・きた１５じようひがじ

　　０６５-００１６・北海道札幌市東区北十六条東・きた１６じようひがじ

　　０６５-００１７・北海道札幌市東区北十七条東・きた１７じようひがじ

　　０６５-００１８・北海道札幌市東区北十八条東・きた１８じようひがじ

　　０６５-００１９・北海道札幌市東区北十九条東・きた１９じようひがじ

　　０６５-００２０・北海道札幌市東区北二十条東・きた２０じようひがじ

　　０６５-００２１・北海道札幌市東区北二十一条東・きた２１じようひがじ

　　０６５-００２２・北海道札幌市東区北二十二条東・きた２２じようひがじ

　　０６５-００２３・北海道札幌市東区北二十三条東・きた２３じようひがじ

　　０６５-００２４・北海道札幌市東区北二十四条東・きた２４じようひがじ

　　０６５-００２５・北海道札幌市東区北二十五条東・きた２５じようひがじ

　　０６５-００２６・北海道札幌市東区北二十六条東・きた２６じようひがじ

　　０６５-００２７・北海道札幌市東区北二十七条東・きた２７じようひがじ

　　０６５-００２８・北海道札幌市東区北二十八条東・きた２８じようひがじ

　　０６５-００３０・北海道札幌市東区北三十条東・きた３０じようひがじ

　　０６５-００３１・北海道札幌市東区北三十一条東・きた３１じようひがじ

　　０６５-００３２・北海道札幌市東区北三十二条東・きた３２じようひがじ

　　０６５-００３３・北海道札幌市東区北三十三条東・きた３３じようひがじ

　　００７-０８３４・北海道札幌市東区北三十四条東・きた３４じようひがじ

　　００７-０８３５・北海道札幌市東区北三十五条東・きた３５じようひがじ

　　００７-０８３６・北海道札幌市東区北三十六条東・きた３６じようひがじ

　　００７-０８３７・北海道札幌市東区北三十七条東・きた３７じようひがじ

　　００７-０８３８・北海道札幌市東区北三十八条東・きた３８じようひがじ

　　００７-０８３９・北海道札幌市東区北三十九条東・きた３９じようひがじ



　　００７-０８４０・北海道札幌市東区北四十条東・きた４０じようひがじ

　　００７-０８４１・北海道札幌市東区北四十一条東・きた４１じようひがじ

　　００７-０８４２・北海道札幌市東区北四十二条東・きた４２じようひがじ

　　００７-０８４３・北海道札幌市東区北四十三条東・きた４３じようひがじ

　　００７-０８４４・北海道札幌市東区北四十四条東・きた４４じようひがじ

　　００７-０８４５・北海道札幌市東区北四十五条東・きた４５じようひがじ

　　００７-０８４６・北海道札幌市東区北四十六条東・きた４６じようひがじ

　　００７-０８４７・北海道札幌市東区北四十七条東・きた４７じようひがじ

　　００７-０８４８・北海道札幌市東区北四十八条東・きた４８じようひがじ

　　００７-０８４９・北海道札幌市東区北四十九条東・きた４９じようひがじ

　　００７-０８５０・北海道札幌市東区北五十条東・きた５０じようひがじ

　　００７-０８５１・北海道札幌市東区北五十一条東・きた５１じようひがじ

　　００７-０８５２・北海道札幌市東区栄町・さかえまち

　　０６５-００４３・北海道札幌市東区苗穂町・なえほﾞちよう

　　００７-０００１・北海道札幌市東区中沼一条・なかぬま１じよう

　　００７-０００２・北海道札幌市東区中沼二条・なかぬま２じよう

　　００７-０００３・北海道札幌市東区中沼三条・なかぬま３じよう

　　００７-０００４・北海道札幌市東区中沼四条・なかぬま４じよう

　　００７-０００５・北海道札幌市東区中沼五条・なかぬま５じよう

　　００７-０００６・北海道札幌市東区中沼六条・なかぬま６じよう

　　００７-０８９０・北海道札幌市東区中沼町・なかぬまちよう

　　００７-０８９１・北海道札幌市東区中沼西一条・なかぬまにし１じよう

　　００７-０８９２・北海道札幌市東区中沼西二条・なかぬまにし２じよう

　　００７-０８９３・北海道札幌市東区中沼西三条・なかぬまにし３じよう

　　００７-０８９４・北海道札幌市東区中沼西四条・なかぬまにし４じよう

　　００７-０８９５・北海道札幌市東区中沼西五条・なかぬまにし５じよう

　　００７-０８２１・北海道札幌市東区東雁来一条・ひがしかりき１じよう

　　００７-０８２２・北海道札幌市東区東雁来二条・ひがしかりき２じよう

　　００７-０８２３・北海道札幌市東区東雁来三条・ひがしかりき３じよう

　　００７-０８２４・北海道札幌市東区東雁来四条・ひがしかりき４じよう

　　００７-０８２５・北海道札幌市東区東雁来五条・ひがしかりき５じよう

　　００７-０８２６・北海道札幌市東区東雁来六条・ひがしかりき６じよう

　　００７-０８２７・北海道札幌市東区東雁来七条・ひがしかりき７じよう

　　００７-０８２８・北海道札幌市東区東雁来八条・ひがしかりき８じよう

　　００７-０８２９・北海道札幌市東区東雁来九条・ひがしかりき９じよう

　　００７-００３０・北海道札幌市東区東雁来十条・ひがしかりき１０じよう

　　００７-００３１・北海道札幌市東区東雁来十一条・ひがしかりき１１じよう

　　００７-００３２・北海道札幌市東区東雁来十二条・ひがしかりき１２じよう

　　００７-００３３・北海道札幌市東区東雁来十三条・ひがしかりき１３じよう

　　００７-００３４・北海道札幌市東区東雁来十四条・ひがしかりき１４じよう

　　００７-０８２０・北海道札幌市東区東雁来町・ひがしかりきちよう

　　００７-０８０１・北海道札幌市東区東苗穂一条・ひがしなえほﾞ１じよう

　　００７-０８０２・北海道札幌市東区東苗穂二条・ひがしなえほﾞ２じよう

　　００７-０８０３・北海道札幌市東区東苗穂三条・ひがしなえほﾞ３じよう

　　００７-０８０４・北海道札幌市東区東苗穂四条・ひがしなえほﾞ４じよう

　　００７-０８０５・北海道札幌市東区東苗穂五条・ひがしなえほﾞ５じよう

　　００７-０８０６・北海道札幌市東区東苗穂六条・ひがしなえほﾞ６じよう

　　００７-０８０７・北海道札幌市東区東苗穂七条・ひがしなえほﾞ７じよう

　　００７-０８０８・北海道札幌市東区東苗穂八条・ひがしなえほﾞ８じよう

　　００７-０８０９・北海道札幌市東区東苗穂九条・ひがしなえほﾞ９じよう

　　００７-０８１０・北海道札幌市東区東苗穂十条・ひがしなえほﾞ１０じよう

　　００７-０８１１・北海道札幌市東区東苗穂十一条・ひがしなえほﾞ１１じよう

　　００７-０８１２・北海道札幌市東区東苗穂十二条・ひがしなえほﾞ１２じよう

　　００７-０８１３・北海道札幌市東区東苗穂十三条・ひがしなえほﾞ１３じよう

　　００７-０８１４・北海道札幌市東区東苗穂十四条・ひがしなえほﾞ１４じよう

　　００７-０８１５・北海道札幌市東区東苗穂十五条・ひがしなえほﾞ１５じよう

　　００７-０８１９・北海道札幌市東区東苗穂町・ひがしなえほﾞちよう

　　００７-０８６１・北海道札幌市東区伏古一条・ふしこ１じよう

　　００７-０８６２・北海道札幌市東区伏古二条・ふしこ２じよう

　　００７-０８６３・北海道札幌市東区伏古三条・ふしこ３じよう

　　００７-０８６４・北海道札幌市東区伏古四条・ふしこ４じよう

　　００７-０８６５・北海道札幌市東区伏古五条・ふしこ５じよう

　　００７-０８６６・北海道札幌市東区伏古六条・ふしこ６じよう

　　００７-０８６７・北海道札幌市東区伏古七条・ふしこ７じよう

　　００７-０８６８・北海道札幌市東区伏古八条・ふしこ８じよう

　　００７-０８６９・北海道札幌市東区伏古九条・ふしこ９じよう

　　００７-０８７０・北海道札幌市東区伏古十条・ふしこ１０じよう

　　００７-０８７１・北海道札幌市東区伏古十一条・ふしこ１１じよう

　　００７-０８７２・北海道札幌市東区伏古十二条・ふしこ１２じよう

　　００７-０８７３・北海道札幌市東区伏古十三条・ふしこ１３じよう



　　００７-０８７４・北海道札幌市東区伏古十四条・ふしこ１４じよう

　　０６５-００４１・北海道札幌市東区本町一条・ほんちよう１じよう

　　０６５-００４２・北海道札幌市東区本町二条・ほんちよう２じよう

　　００７-００１１・北海道札幌市東区モエレ沼公園・もえれぬまこうえん

　　００３-００００・北海道札幌市白石区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　００３-０８５１・北海道札幌市白石区川北一条・かわきた１じよう

　　００３-０８５２・北海道札幌市白石区川北二条・かわきた２じよう

　　００３-０８５３・北海道札幌市白石区川北三条・かわきた３じよう

　　００３-０８５４・北海道札幌市白石区川北四条・かわきた４じよう

　　００３-０８５５・北海道札幌市白石区川北五条・かわきた５じよう

　　００３-０８６９・北海道札幌市白石区川下・かわしも

　　００３-０８６１・北海道札幌市白石区川下一条・かわしも１じよう

　　００３-０８６２・北海道札幌市白石区川下二条・かわしも２じよう

　　００３-０８６３・北海道札幌市白石区川下三条・かわしも３じよう

　　００３-０８６４・北海道札幌市白石区川下四条・かわしも４じよう

　　００３-０８６５・北海道札幌市白石区川下五条・かわしも５じよう

　　００３-０８５９・北海道札幌市白石区川北・かわきた

　　００３-０８０１・北海道札幌市白石区菊水一条・きくすい１じよう

　　００３-０８０２・北海道札幌市白石区菊水二条・きくすい２じよう

　　００３-０８０３・北海道札幌市白石区菊水三条・きくすい３じよう

　　００３-０８０４・北海道札幌市白石区菊水四条・きくすい４じよう

　　００３-０８０５・北海道札幌市白石区菊水五条・きくすい５じよう

　　００３-０８０６・北海道札幌市白石区菊水六条・きくすい６じよう

　　００３-０８０７・北海道札幌市白石区菊水七条・きくすい７じよう

　　００３-０８０８・北海道札幌市白石区菊水八条・きくすい８じよう

　　００３-０８０９・北海道札幌市白石区菊水九条・きくすい９じよう

　　００３-０８１１・北海道札幌市白石区菊水上町一条・きくすいかみまち１じよう

　　００３-０８１２・北海道札幌市白石区菊水上町二条・きくすいかみまち２じよう

　　００３-０８１３・北海道札幌市白石区菊水上町三条・きくすいかみまち３じよう

　　００３-０８１４・北海道札幌市白石区菊水上町四条・きくすいかみまち４じよう

　　００３-０８２１・北海道札幌市白石区菊水元町一条・きくすいもとまち１じよう

　　００３-０８２２・北海道札幌市白石区菊水元町二条・きくすいもとまち２じよう

　　００３-０８２３・北海道札幌市白石区菊水元町三条・きくすいもとまち３じよう

　　００３-０８２４・北海道札幌市白石区菊水元町四条・きくすいもとまち４じよう

　　００３-０８２５・北海道札幌市白石区菊水元町五条・きくすいもとまち５じよう

　　００３-０８２６・北海道札幌市白石区菊水元町六条・きくすいもとまち６じよう

　　００３-０８２７・北海道札幌市白石区菊水元町七条・きくすいもとまち７じよう

　　００３-０８２８・北海道札幌市白石区菊水元町八条・きくすいもとまち８じよう

　　００３-０８２９・北海道札幌市白石区菊水元町九条・きくすいもとまち９じよう

　　００３-０８３０・北海道札幌市白石区菊水元町十条・きくすいもとまち１０じよう

　　００３-０８４９・北海道札幌市白石区北郷・きたごう

　　００３-０８３１・北海道札幌市白石区北郷一条・きたごう１じよう

　　００３-０８３２・北海道札幌市白石区北郷二条・きたごう２じよう

　　００３-０８３３・北海道札幌市白石区北郷三条・きたごう３じよう

　　００３-０８３４・北海道札幌市白石区北郷四条・きたごう４じよう

　　００３-０８３５・北海道札幌市白石区北郷五条・きたごう５じよう

　　００３-０８３６・北海道札幌市白石区北郷六条・きたごう６じよう

　　００３-０８３７・北海道札幌市白石区北郷七条・きたごう７じよう

　　００３-０８３８・北海道札幌市白石区北郷八条・きたごう８じよう

　　００３-０８３９・北海道札幌市白石区北郷九条・きたごう９じよう

　　００３-０８４０・北海道札幌市白石区北郷十条・きたごう１０じよう

　　００３-００２１・北海道札幌市白石区栄通・さかえどおり

　　００３-００１１・北海道札幌市白石区中央一条・ちゆうおう１じよう

　　００３-００１２・北海道札幌市白石区中央二条・ちゆうおう２じよう

　　００３-００１３・北海道札幌市白石区中央三条・ちゆうおう３じよう

　　００３-００２２・北海道札幌市白石区南郷通（南）・なんごうどおり(みなみ)

　　００３-００２３・北海道札幌市白石区南郷通（北）・なんごうどおり(きた)

　　００３-０００１・北海道札幌市白石区東札幌一条・ひがしさつほﾟろ１じよう

　　００３-０００２・北海道札幌市白石区東札幌二条・ひがしさつほﾟろ２じよう

　　００３-０００３・北海道札幌市白石区東札幌三条・ひがしさつほﾟろ３じよう

　　００３-０００４・北海道札幌市白石区東札幌四条・ひがしさつほﾟろ４じよう

　　００３-０００５・北海道札幌市白石区東札幌五条・ひがしさつほﾟろ５じよう

　　００３-０００６・北海道札幌市白石区東札幌六条・ひがしさつほﾟろ６じよう

　　００３-０８７６・北海道札幌市白石区東米里・ひがしよねさと

　　００３-００２８・北海道札幌市白石区平和通（南）・へいわどおり(みなみ)

　　００３-００２９・北海道札幌市白石区平和通（北）・へいわどおり(きた)

　　００３-００２４・北海道札幌市白石区本郷通（南）・ほんごうどおり(みなみ)

　　００３-００２５・北海道札幌市白石区本郷通（北）・ほんごうどおり(きた)

　　００３-００２６・北海道札幌市白石区本通（南）・ほんどおり(みなみ)

　　００３-００２７・北海道札幌市白石区本通（北）・ほんどおり(きた)



　　００３-０８７１・北海道札幌市白石区米里一条・よねさと１じよう

　　００３-０８７２・北海道札幌市白石区米里二条・よねさと２じよう

　　００３-０８７３・北海道札幌市白石区米里三条・よねさと３じよう

　　００３-０８７４・北海道札幌市白石区米里四条・よねさと４じよう

　　００３-０８７５・北海道札幌市白石区米里五条・よねさと５じよう

　　００３-００３０・北海道札幌市白石区流通センター・りゆうつうせんたｰ

　　０６２-００００・北海道札幌市豊平区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　０６２-０９１１・北海道札幌市豊平区旭町・あさひまち

　　０６２-０９１２・北海道札幌市豊平区水車町・すいしやちよう

　　０６２-００２０・北海道札幌市豊平区月寒中央通・つきさむちゆうおうどおり

　　０６２-００２１・北海道札幌市豊平区月寒西一条・つきさむにし１じよう

　　０６２-００２２・北海道札幌市豊平区月寒西二条・つきさむにし２じよう

　　０６２-００２３・北海道札幌市豊平区月寒西三条・つきさむにし３じよう

　　０６２-００２４・北海道札幌市豊平区月寒西四条・つきさむにし４じよう

　　０６２-００２５・北海道札幌市豊平区月寒西五条・つきさむにし５じよう

　　０６２-００５１・北海道札幌市豊平区月寒東一条・つきさむひがし１じよう

　　０６２-００５２・北海道札幌市豊平区月寒東二条・つきさむひがし２じよう

　　０６２-００５３・北海道札幌市豊平区月寒東三条・つきさむひがし３じよう

　　０６２-００５４・北海道札幌市豊平区月寒東四条・つきさむひがし４じよう

　　０６２-００５５・北海道札幌市豊平区月寒東五条・つきさむひがし５じよう

　　０６２-０９０１・北海道札幌市豊平区豊平一条・とよひら１じよう

　　０６２-０９０２・北海道札幌市豊平区豊平二条・とよひら２じよう

　　０６２-０９０３・北海道札幌市豊平区豊平三条・とよひら３じよう

　　０６２-０９０４・北海道札幌市豊平区豊平四条・とよひら４じよう

　　０６２-０９０５・北海道札幌市豊平区豊平五条・とよひら５じよう

　　０６２-０９０６・北海道札幌市豊平区豊平六条・とよひら６じよう

　　０６２-０９０７・北海道札幌市豊平区豊平七条・とよひら７じよう

　　０６２-０９０８・北海道札幌市豊平区豊平八条・とよひら８じよう

　　０６２-０９０９・北海道札幌市豊平区豊平九条・とよひら９じよう

　　０６２-０９２１・北海道札幌市豊平区中の島一条・なかのしま１じよう

　　０６２-０９２２・北海道札幌市豊平区中の島二条・なかのしま２じよう

　　０６２-００３９・北海道札幌市豊平区西岡・にしおか

　　０６２-００３１・北海道札幌市豊平区西岡一条・にしおか１じよう

　　０６２-００３２・北海道札幌市豊平区西岡二条・にしおか２じよう

　　０６２-００３３・北海道札幌市豊平区西岡三条・にしおか３じよう

　　０６２-００３４・北海道札幌市豊平区西岡四条・にしおか４じよう

　　０６２-００３５・北海道札幌市豊平区西岡五条・にしおか５じよう

　　０６２-００４５・北海道札幌市豊平区羊ケ丘・ひつじがおか

　　０６２-０９３１・北海道札幌市豊平区平岸一条・ひらぎし１じよう

　　０６２-０９３２・北海道札幌市豊平区平岸二条・ひらぎし２じよう

　　０６２-０９３３・北海道札幌市豊平区平岸三条・ひらぎし３じよう

　　０６２-０９３４・北海道札幌市豊平区平岸四条・ひらぎし４じよう

　　０６２-０９３５・北海道札幌市豊平区平岸五条・ひらぎし５じよう

　　０６２-０９３６・北海道札幌市豊平区平岸六条・ひらぎし６じよう

　　０６２-０９３７・北海道札幌市豊平区平岸七条・ひらぎし７じよう

　　０６２-０９３８・北海道札幌市豊平区平岸八条・ひらぎし８じよう

　　０６２-００４１・北海道札幌市豊平区福住一条・ふくずみ１じよう

　　０６２-００４２・北海道札幌市豊平区福住二条・ふくずみ２じよう

　　０６２-００４３・北海道札幌市豊平区福住三条・ふくずみ３じよう

　　０６２-０００１・北海道札幌市豊平区美園一条・みその１じよう

　　０６２-０００２・北海道札幌市豊平区美園二条・みその２じよう

　　０６２-０００３・北海道札幌市豊平区美園三条・みその３じよう

　　０６２-０００４・北海道札幌市豊平区美園四条・みその４じよう

　　０６２-０００５・北海道札幌市豊平区美園五条・みその５じよう

　　０６２-０００６・北海道札幌市豊平区美園六条・みその６じよう

　　０６２-０００７・北海道札幌市豊平区美園七条・みその７じよう

　　０６２-０００８・北海道札幌市豊平区美園八条・みその８じよう

　　０６２-０００９・北海道札幌市豊平区美園九条・みその９じよう

　　０６２-００１０・北海道札幌市豊平区美園十条・みその１０じよう

　　０６２-００１１・北海道札幌市豊平区美園十一条・みその１１じよう

　　０６２-００１２・北海道札幌市豊平区美園十二条・みその１２じよう

　　００５-００００・北海道札幌市南区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　００５-０８４９・北海道札幌市南区石山・いしやま

　　００５-０８５０・北海道札幌市南区石山東・いしやまひがじ

　　００５-０８４１・北海道札幌市南区石山一条・いしやま１じよう

　　００５-０８４２・北海道札幌市南区石山二条・いしやま２じよう

　　００５-０８４３・北海道札幌市南区石山三条・いしやま３じよう

　　００５-０８４４・北海道札幌市南区石山四条・いしやま４じよう

　　００５-０８０１・北海道札幌市南区川沿一条・かわぞえ１じよう

　　００５-０８０２・北海道札幌市南区川沿二条・かわぞえ２じよう



　　００５-０８０３・北海道札幌市南区川沿三条・かわぞえ３じよう

　　００５-０８０４・北海道札幌市南区川沿四条・かわぞえ４じよう

　　００５-０８０５・北海道札幌市南区川沿五条・かわぞえ５じよう

　　００５-０８０６・北海道札幌市南区川沿六条・かわぞえ６じよう

　　００５-０８０７・北海道札幌市南区川沿七条・かわぞえ７じよう

　　００５-０８０８・北海道札幌市南区川沿八条・かわぞえ８じよう

　　００５-０８０９・北海道札幌市南区川沿九条・かわぞえ９じよう

　　００５-０８１０・北海道札幌市南区川沿十条・かわぞえ１０じよう

　　００５-０８１１・北海道札幌市南区川沿十一条・かわぞえ１１じよう

　　００５-０８１２・北海道札幌市南区川沿十二条・かわぞえ１２じよう

　　００５-０８１３・北海道札幌市南区川沿十三条・かわぞえ１３じよう

　　００５-０８１４・北海道札幌市南区川沿十四条・かわぞえ１４じよう

　　００５-０８１５・北海道札幌市南区川沿十五条・かわぞえ１５じよう

　　００５-０８１６・北海道札幌市南区川沿十六条・かわぞえ１６じよう

　　００５-０８１７・北海道札幌市南区川沿十七条・かわぞえ１７じよう

　　００５-０８１８・北海道札幌市南区川沿十八条・かわぞえ１８じよう

　　００５-０８３２・北海道札幌市南区北ノ沢・きたのさわ

　　００５-０８６４・北海道札幌市南区芸術の森・げいじゆつのもり

　　０６１-２２７４・北海道札幌市南区小金湯・こがねゆ

　　０６１-２３０１・北海道札幌市南区定山渓・じようざんけい

　　０６１-２３０２・北海道札幌市南区定山渓温泉東・じようざんけいおんせんひがじ

　　０６１-２３０３・北海道札幌市南区定山渓温泉西・じようざんけいおんせんにじ

　　０６１-２２７６・北海道札幌市南区白川・しらかわ

　　００５-０００７・北海道札幌市南区澄川・すみかわ

　　００５-０００１・北海道札幌市南区澄川一条・すみかわ１じよう

　　００５-０００２・北海道札幌市南区澄川二条・すみかわ２じよう

　　００５-０００３・北海道札幌市南区澄川三条・すみかわ３じよう

　　００５-０００４・北海道札幌市南区澄川四条・すみかわ４じよう

　　００５-０００５・北海道札幌市南区澄川五条・すみかわ５じよう

　　００５-０００６・北海道札幌市南区澄川六条・すみかわ６じよう

　　００５-０８６２・北海道札幌市南区滝野・たきの

　　００５-０８３０・北海道札幌市南区砥石山・といしやま

　　００５-０８６５・北海道札幌市南区常盤（１～１３１)・ときわ

　　００５-０８６３・北海道札幌市南区常盤（その他）・ときわ(そのた)

　　００５-０８５１・北海道札幌市南区常盤一条・ときわ１じよう

　　００５-０８５２・北海道札幌市南区常盤二条・ときわ２じよう

　　００５-０８５３・北海道札幌市南区常盤三条・ときわ３じよう

　　００５-０８５４・北海道札幌市南区常盤四条・ときわ４じよう

　　００５-０８５５・北海道札幌市南区常盤五条・ときわ５じよう

　　００５-０８５６・北海道札幌市南区常盤六条・ときわ６じよう

　　０６１-２２７５・北海道札幌市南区砥山・とやま

　　０６１-２２７３・北海道札幌市南区豊滝・とよたき

　　００５-０８３１・北海道札幌市南区中ノ沢・なかのさわ

　　００５-０８４０・北海道札幌市南区藤野・ ふじの・（４００)

　　００５-０８４０・北海道札幌市南区藤野・ ふじの・（４００－２)

　　０６１-２２７１・北海道札幌市南区藤野（その他）・ふじの(そのた)

　　０６１-２２８１・北海道札幌市南区藤野一条・ふじの１じよう

　　０６１-２２８２・北海道札幌市南区藤野二条・ふじの２じよう

　　０６１-２２８３・北海道札幌市南区藤野三条・ふじの３じよう

　　０６１-２２８４・北海道札幌市南区藤野四条・ふじの４じよう

　　０６１-２２８５・北海道札幌市南区藤野五条・ふじの５じよう

　　０６１-２２８６・北海道札幌市南区藤野六条・ふじの６じよう

　　００５-０００８・北海道札幌市南区真駒内（１７)・まこまない

　　００５-０８６１・北海道札幌市南区真駒内（その他）・まこまない(そのた)

　　００５-００１８・北海道札幌市南区真駒内曙町・まこまないあけほﾞのちよう

　　００５-００１５・北海道札幌市南区真駒内泉町・まこまないいずみまち

　　００５-００２２・北海道札幌市南区真駒内柏丘・まこまないかしわおか

　　００５-００１２・北海道札幌市南区真駒内上町・まこまないかみまち

　　００５-００１４・北海道札幌市南区真駒内幸町・まこまないさいわいまち

　　００５-００１１・北海道札幌市南区真駒内東町・まこまないひがしまち

　　００５-００２１・北海道札幌市南区真駒内本町・まこまないほんちよう

　　００５-００１３・北海道札幌市南区真駒内緑町・まこまないみどりまち

　　００５-００１６・北海道札幌市南区真駒内南町・まこまないみなみまち

　　００５-００１７・北海道札幌市南区真駒内公園・まこまないこうえん

　　０６１-２２６１・北海道札幌市南区簾舞一条・みすまい１じよう

　　０６１-２２６２・北海道札幌市南区簾舞二条・みすまい２じよう

　　０６１-２２６３・北海道札幌市南区簾舞三条・みすまい３じよう

　　０６１-２２６４・北海道札幌市南区簾舞四条・みすまい４じよう

　　０６１-２２６５・北海道札幌市南区簾舞五条・みすまい５じよう

　　０６１-２２６６・北海道札幌市南区簾舞六条・みすまい６じよう



　　０６１-２２７２・北海道札幌市南区簾舞（その他）・みすまい(そのた)

　　００５-０８２７・北海道札幌市南区南沢・みなみさわ

　　００５-０８２１・北海道札幌市南区南沢一条・みなみさわ１じよう

　　００５-０８２２・北海道札幌市南区南沢二条・みなみさわ２じよう

　　００５-０８２３・北海道札幌市南区南沢三条・みなみさわ３じよう

　　００５-０８２４・北海道札幌市南区南沢四条・みなみさわ４じよう

　　００５-０８２５・北海道札幌市南区南沢五条・みなみさわ５じよう

　　００５-０８２６・北海道札幌市南区南沢六条・みなみさわ６じよう

　　００５-００３０・北海道札幌市南区南三十条西（８丁目）・みなみ３０じようにし(８)

　　００５-００３１・北海道札幌市南区南三十一条西・みなみ３１じようにじ

　　００５-００３２・北海道札幌市南区南三十二条西・みなみ３２じようにじ

　　００５-００３３・北海道札幌市南区南三十三条西・みなみ３３じようにじ

　　００５-００３４・北海道札幌市南区南三十四条西・みなみ３４じようにじ

　　００５-００３５・北海道札幌市南区南三十五条西・みなみ３５じようにじ

　　００５-００３６・北海道札幌市南区南三十六条西・みなみ３６じようにじ

　　００５-００３７・北海道札幌市南区南三十七条西・みなみ３７じようにじ

　　００５-００３８・北海道札幌市南区南三十八条西・みなみ３８じようにじ

　　００５-００３９・北海道札幌市南区南三十九条西・みなみ３９じようにじ

　　００５-００４０・北海道札幌市南区藻岩下・もいわした

　　００５-００４１・北海道札幌市南区藻岩山・もいわやま

　　０６３-００００・北海道札幌市西区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　０６３-０８１１・北海道札幌市西区琴似一条・ことに１じよう

　　０６３-０８１２・北海道札幌市西区琴似二条・ことに２じよう

　　０６３-０８１３・北海道札幌市西区琴似三条・ことに３じよう

　　０６３-０８１４・北海道札幌市西区琴似四条・ことに４じよう

　　０６３-００１１・北海道札幌市西区小別沢・こべつざわ

　　０６３-００４９・北海道札幌市西区西野・にしの

　　０６３-００３１・北海道札幌市西区西野一条・にしの１じよう

　　０６３-００３２・北海道札幌市西区西野二条・にしの２じよう

　　０６３-００３３・北海道札幌市西区西野三条・にしの３じよう

　　０６３-００３４・北海道札幌市西区西野四条・にしの４じよう

　　０６３-００３５・北海道札幌市西区西野五条・にしの５じよう

　　０６３-００３６・北海道札幌市西区西野六条・にしの６じよう

　　０６３-００３７・北海道札幌市西区西野七条・にしの７じよう

　　０６３-００３８・北海道札幌市西区西野八条・にしの８じよう

　　０６３-００３９・北海道札幌市西区西野九条・にしの９じよう

　　０６３-００４０・北海道札幌市西区西野十条・にしの１０じよう

　　０６３-００４１・北海道札幌市西区西野十一条・にしの１１じよう

　　０６３-００４２・北海道札幌市西区西野十二条・にしの１２じよう

　　０６３-００４３・北海道札幌市西区西野十三条・にしの１３じよう

　　０６３-００４４・北海道札幌市西区西野十四条・にしの１４じよう

　　０６３-００６２・北海道札幌市西区西町南・にしまちみなみ

　　０６３-００６１・北海道札幌市西区西町北・にしまちきた

　　０６３-０８０１・北海道札幌市西区二十四軒一条・にじゆうよんけん１じよう

　　０６３-０８０２・北海道札幌市西区二十四軒二条・にじゆうよんけん２じよう

　　０６３-０８０３・北海道札幌市西区二十四軒三条・にじゆうよんけん３じよう

　　０６３-０８０４・北海道札幌市西区二十四軒四条・にじゆうよんけん４じよう

　　０６３-０８６１・北海道札幌市西区八軒一条東・はちけん１じようひがじ

　　０６３-０８４１・北海道札幌市西区八軒一条西・はちけん１じようにじ

　　０６３-０８６２・北海道札幌市西区八軒二条東・はちけん２じようひがじ

　　０６３-０８４２・北海道札幌市西区八軒二条西・はちけん２じようにじ

　　０６３-０８６３・北海道札幌市西区八軒三条東・はちけん３じようひがじ

　　０６３-０８４３・北海道札幌市西区八軒三条西・はちけん３じようにじ

　　０６３-０８６４・北海道札幌市西区八軒四条東・はちけん４じようひがじ

　　０６３-０８４４・北海道札幌市西区八軒四条西・はちけん４じようにじ

　　０６３-０８６５・北海道札幌市西区八軒五条東・はちけん５じようひがじ

　　０６３-０８４５・北海道札幌市西区八軒五条西・はちけん５じようにじ

　　０６３-０８６６・北海道札幌市西区八軒六条東・はちけん６じようひがじ

　　０６３-０８４６・北海道札幌市西区八軒六条西・はちけん６じようにじ

　　０６３-０８６７・北海道札幌市西区八軒七条東・はちけん７じようひがじ

　　０６３-０８４７・北海道札幌市西区八軒七条西・はちけん７じようにじ

　　０６３-０８６８・北海道札幌市西区八軒八条東・はちけん８じようひがじ

　　０６３-０８４８・北海道札幌市西区八軒八条西・はちけん８じようにじ

　　０６３-０８６９・北海道札幌市西区八軒九条東・はちけん９じようひがじ

　　０６３-０８４９・北海道札幌市西区八軒九条西・はちけん９じようにじ

　　０６３-０８７０・北海道札幌市西区八軒十条東・はちけん１０じようひがじ

　　０６３-０８５０・北海道札幌市西区八軒十条西・はちけん１０じようにじ

　　０６３-０８２１・北海道札幌市西区発寒一条・はつさむ１じよう

　　０６３-０８２２・北海道札幌市西区発寒二条・はつさむ２じよう

　　０６３-０８２３・北海道札幌市西区発寒三条・はつさむ３じよう



　　０６３-０８２４・北海道札幌市西区発寒四条・はつさむ４じよう

　　０６３-０８２５・北海道札幌市西区発寒五条・はつさむ５じよう

　　０６３-０８２６・北海道札幌市西区発寒六条・はつさむ６じよう

　　０６３-０８２７・北海道札幌市西区発寒七条・はつさむ７じよう

　　０６３-０８２８・北海道札幌市西区発寒八条・はつさむ８じよう

　　０６３-０８２９・北海道札幌市西区発寒九条・はつさむ９じよう

　　０６３-０８３０・北海道札幌市西区発寒十条・はつさむ１０じよう

　　０６３-０８３１・北海道札幌市西区発寒十一条・はつさむ１１じよう

　　０６３-０８３２・北海道札幌市西区発寒十二条・はつさむ１２じよう

　　０６３-０８３３・北海道札幌市西区発寒十三条・はつさむ１３じよう

　　０６３-０８３４・北海道札幌市西区発寒十四条・はつさむ１４じよう

　　０６３-０８３５・北海道札幌市西区発寒十五条・はつさむ１５じよう

　　０６３-０８３６・北海道札幌市西区発寒十六条・はつさむ１６じよう

　　０６３-０８３７・北海道札幌市西区発寒十七条・はつさむ１７じよう

　　０６３-００１２・北海道札幌市西区福井・ふくい

　　０６３-００２９・北海道札幌市西区平和・へいわ

　　０６３-００２１・北海道札幌市西区平和一条・へいわ１じよう

　　０６３-００２２・北海道札幌市西区平和二条・へいわ２じよう

　　０６３-００２３・北海道札幌市西区平和三条・へいわ３じよう

　　０６３-００５９・北海道札幌市西区宮の沢・みやのさわ

　　０６３-００５１・北海道札幌市西区宮の沢一条・みやのさわ１じよう

　　０６３-００５２・北海道札幌市西区宮の沢二条・みやのさわ２じよう

　　０６３-００５３・北海道札幌市西区宮の沢三条・みやのさわ３じよう

　　０６３-００５４・北海道札幌市西区宮の沢四条・みやのさわ４じよう

　　０６３-０００９・北海道札幌市西区山の手・やまのて

　　０６３-０００１・北海道札幌市西区山の手一条・やまのて１じよう

　　０６３-０００２・北海道札幌市西区山の手二条・やまのて２じよう

　　０６３-０００３・北海道札幌市西区山の手三条・やまのて３じよう

　　０６３-０００４・北海道札幌市西区山の手四条・やまのて４じよう

　　０６３-０００５・北海道札幌市西区山の手五条・やまのて５じよう

　　０６３-０００６・北海道札幌市西区山の手六条・やまのて６じよう

　　０６３-０００７・北海道札幌市西区山の手七条・やまのて７じよう

　　００４-００００・北海道札幌市厚別区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　００４-００２１・北海道札幌市厚別区青葉町・あおはﾞちよう

　　００４-００７１・北海道札幌市厚別区厚別北一条・あつべつきた１じよう

　　００４-００７２・北海道札幌市厚別区厚別北二条・あつべつきた２じよう

　　００４-００７３・北海道札幌市厚別区厚別北三条・あつべつきた３じよう

　　００４-００７４・北海道札幌市厚別区厚別北四条・あつべつきた４じよう

　　００４-００７５・北海道札幌市厚別区厚別北五条・あつべつきた５じよう

　　００４-００７６・北海道札幌市厚別区厚別北六条・あつべつきた６じよう

　　００４-００５１・北海道札幌市厚別区厚別中央一条・あつべつちゆうおう１じよう

　　００４-００５２・北海道札幌市厚別区厚別中央二条・あつべつちゆうおう２じよう

　　００４-００５３・北海道札幌市厚別区厚別中央三条・あつべつちゆうおう３じよう

　　００４-００５４・北海道札幌市厚別区厚別中央四条・あつべつちゆうおう４じよう

　　００４-００５５・北海道札幌市厚別区厚別中央五条・あつべつちゆうおう５じよう

　　００４-００３９・北海道札幌市厚別区厚別町上野幌・あつべつちようかみのつほﾟろ

　　００４-０００７・北海道札幌市厚別区厚別町下野幌・あつべつちようしものつほﾟろ

　　００４-０００６・北海道札幌市厚別区厚別町小野幌・あつべつちようこのつほﾟろ

　　００４-００６９・北海道札幌市厚別区厚別町山本・あつべつちようやまもと

　　００４-００６８・北海道札幌市厚別区厚別西・あつべつにじ

　　００４-００６１・北海道札幌市厚別区厚別西一条・あつべつにし１じよう

　　００４-００６２・北海道札幌市厚別区厚別西二条・あつべつにし２じよう

　　００４-００６３・北海道札幌市厚別区厚別西三条・あつべつにし３じよう

　　００４-００６４・北海道札幌市厚別区厚別西四条・あつべつにし４じよう

　　００４-００６５・北海道札幌市厚別区厚別西五条・あつべつにし５じよう

　　００４-０００１・北海道札幌市厚別区厚別東一条・あつべつひがし１じよう

　　００４-０００２・北海道札幌市厚別区厚別東二条・あつべつひがし２じよう

　　００４-０００３・北海道札幌市厚別区厚別東三条・あつべつひがし３じよう

　　００４-０００４・北海道札幌市厚別区厚別東四条・あつべつひがし４じよう

　　００４-０００５・北海道札幌市厚別区厚別東五条・あつべつひがし５じよう

　　００４-００２２・北海道札幌市厚別区厚別南・あつべつみなみ

　　００４-００４１・北海道札幌市厚別区大谷地東・おおやちひがじ

　　００４-００４２・北海道札幌市厚別区大谷地西・おおやちにじ

　　００４-００３１・北海道札幌市厚別区上野幌一条・かみのつほﾟろ１じよう

　　００４-００３２・北海道札幌市厚別区上野幌二条・かみのつほﾟろ２じよう

　　００４-００３３・北海道札幌市厚別区上野幌三条・かみのつほﾟろ３じよう

　　００４-００１５・北海道札幌市厚別区下野幌テクノパーク・しものつほﾟろてくのはﾟｰく

　　００４-００１１・北海道札幌市厚別区もみじ台東・もみじだいひがじ

　　００４-００１３・北海道札幌市厚別区もみじ台西・もみじだいにじ

　　００４-００１２・北海道札幌市厚別区もみじ台南・もみじだいみなみ



　　００４-００１４・北海道札幌市厚別区もみじ台北・もみじだいきた

　　００６-００００・北海道札幌市手稲区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　００６-０８３１・北海道札幌市手稲区曙一条・あけほﾞの１じよう

　　００６-０８３２・北海道札幌市手稲区曙二条・あけほﾞの２じよう

　　００６-０８３３・北海道札幌市手稲区曙三条・あけほﾞの３じよう

　　００６-０８３４・北海道札幌市手稲区曙四条・あけほﾞの４じよう

　　００６-０８３５・北海道札幌市手稲区曙五条・あけほﾞの５じよう

　　００６-０８３６・北海道札幌市手稲区曙六条・あけほﾞの６じよう

　　００６-０８３７・北海道札幌市手稲区曙七条・あけほﾞの７じよう

　　００６-０８３８・北海道札幌市手稲区曙八条・あけほﾞの８じよう

　　００６-０８３９・北海道札幌市手稲区曙九条・あけほﾞの９じよう

　　００６-０８４０・北海道札幌市手稲区曙十条・あけほﾞの１０じよう

　　００６-０８４１・北海道札幌市手稲区曙十一条・あけほﾞの１１じよう

　　００６-０８４２・北海道札幌市手稲区曙十二条・あけほﾞの１２じよう

　　００６-０８６１・北海道札幌市手稲区明日風・あすかぜ

　　００６-００３１・北海道札幌市手稲区稲穂一条・いなほ１じよう

　　００６-００３２・北海道札幌市手稲区稲穂二条・いなほ２じよう

　　００６-００３３・北海道札幌市手稲区稲穂三条・いなほ３じよう

　　００６-００３４・北海道札幌市手稲区稲穂四条・いなほ４じよう

　　００６-００３５・北海道札幌市手稲区稲穂五条・いなほ５じよう

　　００６-００４１・北海道札幌市手稲区金山一条・かなやま１じよう

　　００６-００４２・北海道札幌市手稲区金山二条・かなやま２じよう

　　００６-００４３・北海道札幌市手稲区金山三条・かなやま３じよう

　　００６-０８０１・北海道札幌市手稲区新発寒一条・しんはつさむ１じよう

　　００６-０８０２・北海道札幌市手稲区新発寒二条・しんはつさむ２じよう

　　００６-０８０３・北海道札幌市手稲区新発寒三条・しんはつさむ３じよう

　　００６-０８０４・北海道札幌市手稲区新発寒四条・しんはつさむ４じよう

　　００６-０８０５・北海道札幌市手稲区新発寒五条・しんはつさむ５じよう

　　００６-０８０６・北海道札幌市手稲区新発寒六条・しんはつさむ６じよう

　　００６-０８０７・北海道札幌市手稲区新発寒七条・しんはつさむ７じよう

　　００６-００３９・北海道札幌市手稲区手稲稲穂・ていねいなほ

　　００６-００４９・北海道札幌市手稲区手稲金山・ていねかなやま

　　００６-００１９・北海道札幌市手稲区手稲富丘・ていねとみおか

　　００６-０８５９・北海道札幌市手稲区手稲星置・ていねほしおき

　　００６-０８２９・北海道札幌市手稲区手稲前田・ていねまえだ

　　００６-０８６０・北海道札幌市手稲区手稲山口・ていねやまぐち

　　００６-００２９・北海道札幌市手稲区手稲本町・ていねほんちよう

　　００６-００２１・北海道札幌市手稲区手稲本町一条・ていねほんちよう１じよう

　　００６-００２２・北海道札幌市手稲区手稲本町二条・ていねほんちよう２じよう

　　００６-００２３・北海道札幌市手稲区手稲本町三条・ていねほんちよう３じよう

　　００６-００２４・北海道札幌市手稲区手稲本町四条・ていねほんちよう４じよう

　　００６-００２５・北海道札幌市手稲区手稲本町五条・ていねほんちよう５じよう

　　００６-００２６・北海道札幌市手稲区手稲本町六条・ていねほんちよう６じよう

　　００６-００１１・北海道札幌市手稲区富丘一条・とみおか１じよう

　　００６-００１２・北海道札幌市手稲区富丘二条・とみおか２じよう

　　００６-００１３・北海道札幌市手稲区富丘三条・とみおか３じよう

　　００６-００１４・北海道札幌市手稲区富丘四条・とみおか４じよう

　　００６-００１５・北海道札幌市手稲区富丘五条・とみおか５じよう

　　００６-００１６・北海道札幌市手稲区富丘六条・とみおか６じよう

　　００６-０００９・北海道札幌市手稲区西宮の沢・にしみやのさわ

　　００６-０００１・北海道札幌市手稲区西宮の沢一条・にしみやのさわ１じよう

　　００６-０００２・北海道札幌市手稲区西宮の沢二条・にしみやのさわ２じよう

　　００６-０００３・北海道札幌市手稲区西宮の沢三条・にしみやのさわ３じよう

　　００６-０００４・北海道札幌市手稲区西宮の沢四条・にしみやのさわ４じよう

　　００６-０００５・北海道札幌市手稲区西宮の沢五条・にしみやのさわ５じよう

　　００６-０００６・北海道札幌市手稲区西宮の沢六条・にしみやのさわ６じよう

　　００６-０８５１・北海道札幌市手稲区星置一条・ほしおき１じよう

　　００６-０８５２・北海道札幌市手稲区星置二条・ほしおき２じよう

　　００６-０８５３・北海道札幌市手稲区星置三条・ほしおき３じよう

　　００６-００５０・北海道札幌市手稲区星置南・ほしおきみなみ

　　００６-０８１１・北海道札幌市手稲区前田一条・まえだ１じよう

　　００６-０８１２・北海道札幌市手稲区前田二条・まえだ２じよう

　　００６-０８１３・北海道札幌市手稲区前田三条・まえだ３じよう

　　００６-０８１４・北海道札幌市手稲区前田四条・まえだ４じよう

　　００６-０８１５・北海道札幌市手稲区前田五条・まえだ５じよう

　　００６-０８１６・北海道札幌市手稲区前田六条・まえだ６じよう

　　００６-０８１７・北海道札幌市手稲区前田七条・まえだ７じよう

　　００６-０８１８・北海道札幌市手稲区前田八条・まえだ８じよう

　　００６-０８１９・北海道札幌市手稲区前田九条・まえだ９じよう

　　００６-０８２０・北海道札幌市手稲区前田十条・まえだ１０じよう



　　００６-０８２１・北海道札幌市手稲区前田十一条・まえだ１１じよう

　　００６-０８２２・北海道札幌市手稲区前田十二条・まえだ１２じよう

　　００６-０８２３・北海道札幌市手稲区前田十三条・まえだ１３じよう

　　００４-００００・北海道札幌市清田区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　００４-０８２１・北海道札幌市清田区有明・ありあけ

　　００４-０８１１・北海道札幌市清田区美しが丘一条・うつくしがおか１じよう

　　００４-０８１２・北海道札幌市清田区美しが丘二条・うつくしがおか２じよう

　　００４-０８１３・北海道札幌市清田区美しが丘三条・うつくしがおか３じよう

　　００４-０８１４・北海道札幌市清田区美しが丘四条・うつくしがおか４じよう

　　００４-０８１５・北海道札幌市清田区美しが丘五条・うつくしがおか５じよう

　　００４-０８６１・北海道札幌市清田区北野一条・きたの１じよう

　　００４-０８６２・北海道札幌市清田区北野二条・きたの２じよう

　　００４-０８６３・北海道札幌市清田区北野三条・きたの３じよう

　　００４-０８６４・北海道札幌市清田区北野四条・きたの４じよう

　　００４-０８６５・北海道札幌市清田区北野五条・きたの５じよう

　　００４-０８６６・北海道札幌市清田区北野六条・きたの６じよう

　　００４-０８６７・北海道札幌市清田区北野七条・きたの７じよう

　　００４-０８５９・北海道札幌市清田区清田・きよた

　　００４-０８４１・北海道札幌市清田区清田一条・きよた１じよう

　　００４-０８４２・北海道札幌市清田区清田二条・きよた２じよう

　　００４-０８４３・北海道札幌市清田区清田三条・きよた３じよう

　　００４-０８４４・北海道札幌市清田区清田四条・きよた４じよう

　　００４-０８４５・北海道札幌市清田区清田五条・きよた５じよう

　　００４-０８４６・北海道札幌市清田区清田六条・きよた６じよう

　　００４-０８４７・北海道札幌市清田区清田七条・きよた７じよう

　　００４-０８４８・北海道札幌市清田区清田八条・きよた８じよう

　　００４-０８４９・北海道札幌市清田区清田九条・きよた９じよう

　　００４-０８４０・北海道札幌市清田区清田十条・きよた１０じよう

　　００４-０８０９・北海道札幌市清田区里塚・さとつﾞか

　　００４-０８０１・北海道札幌市清田区里塚一条・さとつﾞか１じよう

　　００４-０８０２・北海道札幌市清田区里塚二条・さとつﾞか２じよう

　　００４-０８０３・北海道札幌市清田区里塚三条・さとつﾞか３じよう

　　００４-０８０４・北海道札幌市清田区里塚四条・さとつﾞか４じよう

　　００４-０８０５・北海道札幌市清田区里塚緑ケ丘・さとつﾞかみどりがおか

　　００４-０８３９・北海道札幌市清田区真栄・しんえい

　　００４-０８３１・北海道札幌市清田区真栄一条・しんえい１じよう

　　００４-０８３２・北海道札幌市清田区真栄二条・しんえい２じよう

　　００４-０８３３・北海道札幌市清田区真栄三条・しんえい３じよう

　　００４-０８３４・北海道札幌市清田区真栄四条・しんえい４じよう

　　００４-０８３５・北海道札幌市清田区真栄五条・しんえい５じよう

　　００４-０８３６・北海道札幌市清田区真栄六条・しんえい６じよう

　　００４-０８８９・北海道札幌市清田区平岡・ひらおか

　　００４-０８７１・北海道札幌市清田区平岡一条・ひらおか１じよう

　　００４-０８７２・北海道札幌市清田区平岡二条・ひらおか２じよう

　　００４-０８７３・北海道札幌市清田区平岡三条・ひらおか３じよう

　　００４-０８７４・北海道札幌市清田区平岡四条・ひらおか４じよう

　　００４-０８７５・北海道札幌市清田区平岡五条・ひらおか５じよう

　　００４-０８７６・北海道札幌市清田区平岡六条・ひらおか６じよう

　　００４-０８７７・北海道札幌市清田区平岡七条・ひらおか７じよう

　　００４-０８７８・北海道札幌市清田区平岡八条・ひらおか８じよう

　　００４-０８７９・北海道札幌市清田区平岡九条・ひらおか９じよう

　　００４-０８８０・北海道札幌市清田区平岡十条・ひらおか１０じよう

　　００４-０８８１・北海道札幌市清田区平岡公園・ひらおかこうえん

　　００４-０８８２・北海道札幌市清田区平岡公園東・ひらおかこうえんひがじ

　　０４０-００００・北海道函館市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０４０-００４４・北海道函館市青柳町・あおやぎちよう

　　０４１-０８０５・北海道函館市赤川・あかがわ

　　０４１-０８０４・北海道函館市赤川町・あかがわちよう

　　０４２-０９１３・北海道函館市赤坂町・あかさかちよう

　　０４０-００７６・北海道函館市浅野町・あさのちよう

　　０４２-０９１６・北海道函館市旭岡町・あさひおかちよう

　　０４０-００３７・北海道函館市旭町・あさひちよう

　　０４２-０９０４・北海道函館市庵原町・いおはらちよう

　　０４１-０８０２・北海道函館市石川町・いしかわちよう

　　０４２-０９１１・北海道函館市石倉町・いしくらちよう

　　０４１-０２６１・北海道函館市石崎町・いしざきちよう

　　０４０-００５７・北海道函館市入舟町・いりふねちよう

　　０４１-１６２４・北海道函館市岩戸町・いわとちよう

　　０４２-０９５４・北海道函館市上野町・うえのちよう

　　０４０-００２３・北海道函館市宇賀浦町・うがうらちよう



　　０４１-１６１３・北海道函館市臼尻町・うすじりちよう

　　０４１-０６１３・北海道函館市絵紙山町・えがみやまちよう

　　０４１-０５２２・北海道函館市恵山町・えさんちよう

　　０４１-０６０５・北海道函館市恵山岬町・えさんみさきちよう

　　０４２-０９３１・北海道函館市榎本町・えのもとちよう

　　０４０-００７１・北海道函館市追分町・おいわけちよう

　　０４０-００８４・北海道函館市大川町・おおかわちよう

　　０４０-００６４・北海道函館市大手町・おおてまち

　　０４０-００６２・北海道函館市大縄町・おおなわちよう

　　０４１-１６２２・北海道函館市大船町・おおふねちよう

　　０４０-００５２・北海道函館市大町・おおまち

　　０４１-０４０３・北海道函館市大澗町・おおまちよう

　　０４０-００３４・北海道函館市大森町・おおもりちよう

　　０４１-１６０３・北海道函館市尾札部町・おさつべちよう

　　０４１-０２５１・北海道函館市小安町・おやすちよう

　　０４１-０２５３・北海道函館市小安山町・おやすやまちよう

　　０４０-００６１・北海道函館市海岸町・かいがんちよう

　　０４２-０９４２・北海道函館市柏木町・かしわぎちよう

　　０４１-０５２３・北海道函館市柏野町・かしわのちよう

　　０４１-０８５２・北海道函館市鍛治・かじ

　　０４１-１６１１・北海道函館市川汲町・かつくみちよう

　　０４２-０９４４・北海道函館市金堀町・かなほりちよう

　　０４２-０９０１・北海道函館市蛾眉野町・がびのちよう

　　０４１-０２５２・北海道函館市釜谷町・かまやちよう

　　０４０-００３１・北海道函館市上新川町・かみしんかわちよう

　　０４１-０８３２・北海道函館市神山・かみやま

　　０４１-０８３１・北海道函館市神山町・かみやまちよう

　　０４２-０９１４・北海道函館市上湯川町・かみゆのかわちよう

　　０４２-０９１７・北海道函館市亀尾町・かめおちよう

　　０４１-０８０３・北海道函館市亀田中野町・かめだなかのちよう

　　０４１-０８１３・北海道函館市亀田本町・かめだほんちよう

　　０４１-０８２２・北海道函館市亀田港町・かめだみなとちよう

　　０４０-００７２・北海道函館市亀田町・かめだまち

　　０４１-０４０５・北海道函館市川上町・かわかみちよう

　　０４１-０８４４・北海道函館市川原町・かわはらちよう

　　０４１-０８０８・北海道函館市桔梗・ききよう

　　０４１-０８０１・北海道函館市桔梗町・ききようちよう

　　０４０-００７８・北海道函館市北浜町・きたはまちよう

　　０４１-０８０７・北海道函館市北美原・きたみはら

　　０４１-０４０８・北海道函館市吉畑町・きちはたちよう

　　０４１-１６０２・北海道函館市木直町・きなおしちよう

　　０４１-０５２４・北海道函館市古武井町・こぶいちよう

　　０４２-０９３５・北海道函館市駒場町・こまはﾞちよう

　　０４０-０００１・北海道函館市五稜郭町・ごりようかくちよう

　　０４０-００４１・北海道函館市栄町・さかえちよう

　　０４１-０３０１・北海道函館市汐首町・しおくびちよう

　　０４０-００３６・北海道函館市東雲町・しののめちよう

　　０４２-０９２３・北海道函館市志海苔町・しのりちよう

　　０４１-０６０２・北海道函館市島泊町・しまどまりちよう

　　０４１-０８１２・北海道函館市昭和・しようわ

　　０４１-０８２３・北海道函館市昭和町・しようわちよう

　　０４０-００８２・北海道函館市白鳥町・しらとりちよう

　　０４１-０２６５・北海道函館市白石町・しろいしちよう

　　０４１-０６０６・北海道函館市新恵山町・しんえさんちよう

　　０４０-００３２・北海道函館市新川町・しんかわちよう

　　０４１-０８３７・北海道函館市陣川・じんかわ

　　０４１-０８３３・北海道函館市陣川町・じんかわちよう

　　０４１-０６０１・北海道函館市新八幡町・しんはちまんちよう

　　０４１-０６１１・北海道函館市新浜町・しんはまちよう

　　０４１-０３１２・北海道函館市新二見町・しんふたみちよう

　　０４２-０９２１・北海道函館市新湊町・しんみなとちよう

　　０４０-００５３・北海道函館市末広町・すえひろちよう

　　０４０-０００４・北海道函館市杉並町・すぎなみちよう

　　０４２-０９５８・北海道函館市鈴蘭丘町・すずらんおかちよう

　　０４０-００４５・北海道函館市住吉町・すみよしちよう

　　０４１-０３０２・北海道函館市瀬田来町・せたらいちよう

　　０４２-０９５１・北海道函館市瀬戸川町・せとがわちよう

　　０４２-０９２２・北海道函館市銭亀町・ぜにかめちよう

　　０４２-０９５５・北海道函館市高丘町・たかおかちよう

　　０４１-０５２６・北海道函館市高岱町・たかだいちよう



　　０４２-０９５２・北海道函館市高松町・たかまつちよう

　　０４０-００２４・北海道函館市高盛町・たかもりちよう

　　０４２-０９５７・北海道函館市滝沢町・たきさわちよう

　　０４１-０３０５・北海道函館市館町・たてまち

　　０４０-００８１・北海道函館市田家町・たやちよう

　　０４０-００３３・北海道函館市千歳町・ちとせちよう

　　０４１-０６１２・北海道函館市銚子町・ちようしちよう

　　０４０-００１３・北海道函館市千代台町・ちよがだいちよう

　　０４１-０２６４・北海道函館市鶴野町・つるのちよう

　　０４２-０９０２・北海道函館市鉄山町・てつざんちよう

　　０４２-０９０８・北海道函館市銅山町・どうざんちよう

　　０４０-００１２・北海道函館市時任町・ときとうちよう

　　０４２-０９５３・北海道函館市戸倉町・とくらちよう

　　０４１-０３０４・北海道函館市泊町・とまりまち

　　０４１-０６０３・北海道函館市富浦町・とみうらちよう

　　０４１-０８１１・北海道函館市富岡町・とみおかちよう

　　０４１-０４０２・北海道函館市豊浦町・とようらちよう

　　０４０-００６５・北海道函館市豊川町・とよかわちよう

　　０４１-１６２１・北海道函館市豊崎町・とよさきちよう

　　０４１-０２６３・北海道函館市豊原町・とよはらちよう

　　０４０-００１４・北海道函館市中島町・なかじまちよう

　　０４２-０９１２・北海道函館市中野町・なかのちよう

　　０４１-０４０４・北海道函館市中浜町・なかはまちよう

　　０４１-０８５３・北海道函館市中道・なかみち

　　０４２-０９１５・北海道函館市西旭岡町・にしあさひおかちよう

　　０４１-０８２４・北海道函館市西桔梗町・にしききようちよう

　　０４２-０９２４・北海道函館市根崎町・ねさきちよう

　　０４２-０９４３・北海道函館市乃木町・のぎまち

　　０４０-００８３・北海道函館市八幡町・はちまんちよう

　　０４１-０８４３・北海道函館市花園町・はなぞのちよう

　　０４１-０３１１・北海道函館市浜町・はまちよう

　　０４１-０３１３・北海道函館市原木町・はらきちよう

　　０４０-００７５・北海道函館市万代町・はﾞんだいちよう

　　０４１-０４０１・北海道函館市日浦町・ひうらちよう

　　０４０-００４２・北海道函館市東川町・ひがしかわちよう

　　０４２-０９０３・北海道函館市東畑町・ひがしはたちよう

　　０４１-０８３５・北海道函館市東山・ひがしやま

　　０４１-０８３４・北海道函館市東山町・ひがしやまちよう

　　０４０-０００５・北海道函館市人見町・ひとみちよう

　　０４０-００２２・北海道函館市日乃出町・ひのでちよう

　　０４１-０５２５・北海道函館市日ノ浜町・ひのはまちよう

　　０４１-０８４１・北海道函館市日吉町・ひよしちよう

　　０４１-０４０７・北海道函館市日和山町・ひよりやまちよう

　　０４２-０９３４・北海道函館市広野町・ひろのちよう

　　０４２-０９４１・北海道函館市深堀町・ふかほﾞりちよう

　　０４１-１６２３・北海道函館市双見町・ふたみちよう

　　０４０-００５５・北海道函館市船見町・ふなみちよう

　　０４１-０２６２・北海道函館市古川町・ふるかわちよう

　　０４１-１６０１・北海道函館市古部町・ふるべちよう

　　０４１-０３０３・北海道函館市弁才町・べんざいちよう

　　０４０-００５１・北海道函館市弁天町・べんてんちよう

　　０４０-００４３・北海道函館市宝来町・ほうらいちよう

　　０４０-００２５・北海道函館市堀川町・ほりかわちよう

　　０４０-００１１・北海道函館市本町・ほんちよう

　　０４１-０８５１・北海道函館市本通・ほんどおり

　　０４２-０９１８・北海道函館市米原町・まいはらちよう

　　０４２-０９０７・北海道函館市鱒川町・ますかわちよう

　　０４０-０００３・北海道函館市松陰町・まつかげちよう

　　０４０-００３５・北海道函館市松風町・まつかぜちよう

　　０４０-００７４・北海道函館市松川町・まつかわちよう

　　０４０-００２１・北海道函館市的場町・まとはﾞちよう

　　０４１-０３０６・北海道函館市丸山町・まるやまちよう

　　０４１-０５２１・北海道函館市御崎町・みさきちよう

　　０４２-０９０６・北海道函館市三森町・みつもりちよう

　　０４１-０８２１・北海道函館市港町・みなとちよう

　　０４１-０８０６・北海道函館市美原・みはら

　　０４２-０９５６・北海道函館市見晴町・みはらしちよう

　　０４０-００７３・北海道函館市宮前町・みやまえちよう

　　０４１-０４０６・北海道函館市女那川町・めながわちよう

　　０４０-００５４・北海道函館市元町・もとまち



　　０４１-０６０４・北海道函館市元村町・もとむらちよう

　　０４２-０９０５・北海道函館市紅葉山町・もみじやまちよう

　　０４１-１６１２・北海道函館市安浦町・やすうらちよう

　　０４０-００４６・北海道函館市谷地頭町・やちがしらちよう

　　０４０-００１５・北海道函館市梁川町・やながわちよう

　　０４０-０００２・北海道函館市柳町・やなぎまち

　　０４１-０８３６・北海道函館市山の手・やまのて

　　０４０-００５６・北海道函館市弥生町・やよいちよう

　　０４２-０９３２・北海道函館市湯川町・ゆのかわちよう

　　０４２-０９３３・北海道函館市湯浜町・ゆのはまちよう

　　０４０-００７７・北海道函館市吉川町・よしかわちよう

　　０４０-００６３・北海道函館市若松町・わかまつちよう

　　０４７-００００・北海道小樽市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０４７-００２８・北海道小樽市相生町・あいおいちよう

　　０４７-００４６・北海道小樽市赤岩・あかいわ

　　０４７-００３５・北海道小樽市旭町・あさひまち

　　０４７-０１５１・北海道小樽市朝里・あさり

　　０４７-０１５４・北海道小樽市朝里川温泉・あさりがわおんせん

　　０４７-０００６・北海道小樽市有幌町・ありほろちよう

　　０４７-００３８・北海道小樽市石山町・いしやまちよう

　　０４７-００３２・北海道小樽市稲穂・いなほ

　　０４７-００２１・北海道小樽市入船・いりふね

　　０４７-００３１・北海道小樽市色内・いろない

　　０４７-００４４・北海道小樽市梅ケ枝町・うめがえちよう

　　０４７-００１３・北海道小樽市奥沢・おくさわ

　　０４８-２５６１・北海道小樽市忍路・おしよろ

　　０４８-２６７１・北海道小樽市オタモイ・おたもい

　　０４７-０００５・北海道小樽市勝納町・かつないちよう

　　０４７-０２６４・北海道小樽市桂岡町・かつらおかちよう

　　０４７-００３７・北海道小樽市幸・さいわい

　　０４７-００２７・北海道小樽市堺町・さかいまち

　　０４７-０１５６・北海道小樽市桜・さくら

　　０４７-０００２・北海道小樽市潮見台・しおみだい

　　０４８-２６７２・北海道小樽市塩谷・しおや

　　０４７-００２６・北海道小樽市東雲町・しののめちよう

　　０４７-００４５・北海道小樽市清水町・しみずちよう

　　０４７-００４７・北海道小樽市祝津・しゆくつ

　　０４７-０１５２・北海道小樽市新光・しんこう

　　０４７-０１５３・北海道小樽市新光町・しんこうちよう

　　０４７-０００４・北海道小樽市新富町・しんとみちよう

　　０４７-００４２・北海道小樽市末広町・すえひろちよう

　　０４７-００１４・北海道小樽市住ノ江・すみのえ

　　０４７-００１５・北海道小樽市住吉町・すみよしちよう

　　０４７-０２６１・北海道小樽市銭函（１～３丁目）・ぜにはﾞこ

　　０６１-３２７１・北海道小樽市銭函（４～５丁目）・ぜにはﾞこ

　　０４７-００４８・北海道小樽市高島・たかしま

　　０４７-０００８・北海道小樽市築港・ちつこう

　　０４７-００４１・北海道小樽市手宮・てみや

　　０４７-００１２・北海道小樽市天狗山・てんぐやま

　　０４７-００１１・北海道小樽市天神・てんじん

　　０４７-００３３・北海道小樽市富岡・とみおか

　　０４７-００４３・北海道小樽市豊川町・とよかわちよう

　　０４７-００３６・北海道小樽市長橋・ながはじ

　　０４７-００３９・北海道小樽市錦町・にしきまち

　　０４７-００１６・北海道小樽市信香町・のぶかちよう

　　０４７-００２４・北海道小樽市花園・はなぞの

　　０４７-０２６６・北海道小樽市張碓町・はりうすちよう

　　０４７-０２６５・北海道小樽市春香町・はるかちよう

　　０４７-０１５７・北海道小樽市船浜町・ふなはまちよう

　　０４７-０１５５・北海道小樽市望洋台・ほﾞうようだい

　　０４７-０２６２・北海道小樽市星野町・ほしのちよう

　　０４７-０００３・北海道小樽市真栄・まさかえ

　　０４７-００２２・北海道小樽市松ケ枝・まつがえ

　　０４７-００３４・北海道小樽市緑・みどり

　　０４７-０００７・北海道小樽市港町・みなとまち

　　０４７-０２６３・北海道小樽市見晴町・みはらしちよう

　　０４７-００２３・北海道小樽市最上・もがみ

　　０４８-２６７３・北海道小樽市桃内・ももない

　　０４７-００２５・北海道小樽市山田町・やまだまち

　　０４８-２５６２・北海道小樽市蘭島・らんしま



　　０４７-０００１・北海道小樽市若竹町・わかたけちよう

　　０４７-００１７・北海道小樽市若松・わかまつ

　　０７０-００００・北海道旭川市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０７９-８４０１・北海道旭川市秋月１条・あきつき１じよう

　　０７９-８４０２・北海道旭川市秋月２条・あきつき２じよう

　　０７９-８４０３・北海道旭川市秋月３条・あきつき３じよう

　　０７０-００７２・北海道旭川市曙北２条・あけほﾞのきた２じよう

　　０７０-００７３・北海道旭川市曙北３条・あけほﾞのきた３じよう

　　０７０-００６１・北海道旭川市曙１条・あけほﾞの１じよう

　　０７０-００６２・北海道旭川市曙２条・あけほﾞの２じよう

　　０７０-００６３・北海道旭川市曙３条・あけほﾞの３じよう

　　０７０-０８２２・北海道旭川市旭岡・あさひがおか

　　０７０-０８３１・北海道旭川市旭町１条・あさひまち１じよう

　　０７０-０８３２・北海道旭川市旭町２条・あさひまち２じよう

　　０７０-８０５１・北海道旭川市江丹別町嵐山・えたんべつちようあらしやま

　　０７０-８０５２・北海道旭川市江丹別町春日・えたんべつちようかすが

　　０７０-８０５３・北海道旭川市江丹別町共和・えたんべつちようきようわ

　　０７１-１１７１・北海道旭川市江丹別町清水・えたんべつちようしみず

　　０７１-１１７２・北海道旭川市江丹別町拓北・えたんべつちようたくほく

　　０７１-１１７３・北海道旭川市江丹別町中央・えたんべつちようちゆうおう

　　０７１-１１７４・北海道旭川市江丹別町富原・えたんべつちようとみはら

　　０７１-１１７５・北海道旭川市江丹別町中園・えたんべつちようなかぞの

　　０７１-１１７６・北海道旭川市江丹別町西里・えたんべつちようにしさと

　　０７１-１１７７・北海道旭川市江丹別町芳野・えたんべつちようよしの

　　０７０-０８４１・北海道旭川市大町１条・おおまち１じよう

　　０７０-０８４２・北海道旭川市大町２条・おおまち２じよう

　　０７０-０８４３・北海道旭川市大町３条・おおまち３じよう

　　０７８-８３１１・北海道旭川市神楽岡１条・かぐらおか１じよう

　　０７８-８３１２・北海道旭川市神楽岡２条・かぐらおか２じよう

　　０７８-８３１３・北海道旭川市神楽岡３条・かぐらおか３じよう

　　０７８-８３１４・北海道旭川市神楽岡４条・かぐらおか４じよう

　　０７８-８３１５・北海道旭川市神楽岡５条・かぐらおか５じよう

　　０７８-８３１６・北海道旭川市神楽岡６条・かぐらおか６じよう

　　０７８-８３１７・北海道旭川市神楽岡７条・かぐらおか７じよう

　　０７８-８３１８・北海道旭川市神楽岡８条・かぐらおか８じよう

　　０７８-８３１９・北海道旭川市神楽岡９条・かぐらおか９じよう

　　０７８-８３２０・北海道旭川市神楽岡１０条・かぐらおか１０じよう

　　０７８-８３２１・北海道旭川市神楽岡１１条・かぐらおか１１じよう

　　０７８-８３２２・北海道旭川市神楽岡１２条・かぐらおか１２じよう

　　０７８-８３２３・北海道旭川市神楽岡１３条・かぐらおか１３じよう

　　０７８-８３２４・北海道旭川市神楽岡１４条・かぐらおか１４じよう

　　０７８-８３２５・北海道旭川市神楽岡１５条・かぐらおか１５じよう

　　０７８-８３２６・北海道旭川市神楽岡１６条・かぐらおか１６じよう

　　０７８-８３２７・北海道旭川市神楽岡公園・かぐらおかこうえん

　　０７０-８００１・北海道旭川市神楽１条・かぐら１じよう

　　０７０-８００２・北海道旭川市神楽２条・かぐら２じよう

　　０７０-８００３・北海道旭川市神楽３条・かぐら３じよう

　　０７０-８００４・北海道旭川市神楽４条・かぐら４じよう

　　０７０-８００５・北海道旭川市神楽５条・かぐら５じよう

　　０７０-８００６・北海道旭川市神楽６条・かぐら６じよう

　　０７０-８００７・北海道旭川市神楽７条・かぐら７じよう

　　０７０-００４１・北海道旭川市上常盤町・かみときわちよう

　　０７０-８０１１・北海道旭川市神居１条・かむい１じよう

　　０７０-８０１２・北海道旭川市神居２条・かむい２じよう

　　０７０-８０１３・北海道旭川市神居３条・かむい３じよう

　　０７０-８０１４・北海道旭川市神居４条・かむい４じよう

　　０７０-８０１５・北海道旭川市神居５条・かむい５じよう

　　０７０-８０１６・北海道旭川市神居６条・かむい６じよう

　　０７０-８０１７・北海道旭川市神居７条・かむい７じよう

　　０７０-８０１８・北海道旭川市神居８条・かむい８じよう

　　０７０-８０１９・北海道旭川市神居９条・かむい９じよう

　　０７０-８０３３・北海道旭川市神居町雨紛・かむいちよううぶん

　　０７０-８０３４・北海道旭川市神居町上雨紛・かむいちようかみうぶん

　　０７０-８０２６・北海道旭川市神居町神岡・かむいちようかみおか

　　０７８-０１８５・北海道旭川市神居町神居古潭・かむいちようかむいこたん

　　０７０-８０３２・北海道旭川市神居町共栄・かむいちようきようえい

　　０７０-８０３１・北海道旭川市神居町神華・かむいちようしんか

　　０７０-８０２２・北海道旭川市神居町台場・かむいちようだいはﾞ

　　０７０-８０２１・北海道旭川市神居町忠和・かむいちようちゆうわ

　　０７０-８０２５・北海道旭川市神居町富岡・かむいちようとみおか



　　０７０-８０２４・北海道旭川市神居町富沢・かむいちようとみさわ

　　０７４-１１８２・北海道旭川市神居町豊里・かむいちようとよさと

　　０７０-８０２３・北海道旭川市神居町春志内・かむいちようはるしない

　　０７８-０１８６・北海道旭川市神居町西丘・ かむいちようにしおか・（８～２２)

　　０７４-１１８１・北海道旭川市神居町西丘（その他）・かむいちようにしおか(そのた)

　　０７０-００８１・北海道旭川市亀吉１条・かめきち１じよう

　　０７０-００８２・北海道旭川市亀吉２条・かめきち２じよう

　　０７０-００８３・北海道旭川市亀吉３条・かめきち３じよう

　　０７０-０８１１・北海道旭川市川端町１条・かわはﾞたちよう１じよう

　　０７０-０８１２・北海道旭川市川端町２条・かわはﾞたちよう２じよう

　　０７０-０８１３・北海道旭川市川端町３条・かわはﾞたちよう３じよう

　　０７０-０８１４・北海道旭川市川端町４条・かわはﾞたちよう４じよう

　　０７０-０８１５・北海道旭川市川端町５条・かわはﾞたちよう５じよう

　　０７０-０８１６・北海道旭川市川端町６条・かわはﾞたちよう６じよう

　　０７０-０８１７・北海道旭川市川端町７条・かわはﾞたちよう７じよう

　　０７８-８３７１・北海道旭川市旭神１条・きよくしん１じよう

　　０７８-８３７２・北海道旭川市旭神２条・きよくしん２じよう

　　０７８-８３７３・北海道旭川市旭神３条・きよくしん３じよう

　　０７８-８３０８・北海道旭川市旭神町・きよくしんちよう

　　０７０-００２９・北海道旭川市金星町・きんせいちよう

　　０７８-８２７１・北海道旭川市工業団地１条・こうぎようだんち１じよう

　　０７８-８２７２・北海道旭川市工業団地２条・こうぎようだんち２じよう

　　０７８-８２７３・北海道旭川市工業団地３条・こうぎようだんち３じよう

　　０７８-８２７４・北海道旭川市工業団地４条・こうぎようだんち４じよう

　　０７８-８２７５・北海道旭川市工業団地５条・こうぎようだんち５じよう

　　０７０-０８７１・北海道旭川市春光１条・しゆんこう１じよう

　　０７０-０８７２・北海道旭川市春光２条・しゆんこう２じよう

　　０７０-０８７３・北海道旭川市春光３条・しゆんこう３じよう

　　０７０-０８７４・北海道旭川市春光４条・しゆんこう４じよう

　　０７０-０８７５・北海道旭川市春光５条・しゆんこう５じよう

　　０７０-０８７６・北海道旭川市春光６条・しゆんこう６じよう

　　０７０-０８７７・北海道旭川市春光７条・しゆんこう７じよう

　　０７１-８１４１・北海道旭川市春光台１条・しゆんこうだい１じよう

　　０７１-８１４２・北海道旭川市春光台２条・しゆんこうだい２じよう

　　０７１-８１４３・北海道旭川市春光台３条・しゆんこうだい３じよう

　　０７１-８１４４・北海道旭川市春光台４条・しゆんこうだい４じよう

　　０７１-８１４５・北海道旭川市春光台５条・しゆんこうだい５じよう

　　０７０-０９０２・北海道旭川市春光町・しゆんこうちよう

　　０７０-００１４・北海道旭川市新星町・しんせいちよう

　　０７０-０００１・北海道旭川市新富１条・しんとみ１じよう

　　０７０-０００２・北海道旭川市新富２条・しんとみ２じよう

　　０７０-０００３・北海道旭川市新富３条・しんとみ３じよう

　　０７１-８１３１・北海道旭川市末広１条・すえひろ１じよう

　　０７１-８１３２・北海道旭川市末広２条・すえひろ２じよう

　　０７１-８１３３・北海道旭川市末広３条・すえひろ３じよう

　　０７１-８１３４・北海道旭川市末広４条・すえひろ４じよう

　　０７１-８１３５・北海道旭川市末広５条・すえひろ５じよう

　　０７１-８１３６・北海道旭川市末広６条・すえひろ６じよう

　　０７１-８１３７・北海道旭川市末広７条・すえひろ７じよう

　　０７１-８１３８・北海道旭川市末広８条・すえひろ８じよう

　　０７１-８１２１・北海道旭川市末広東１条・すえひろひがし１じよう

　　０７１-８１２２・北海道旭川市末広東２条・すえひろひがし２じよう

　　０７１-８１２３・北海道旭川市末広東３条・すえひろひがし３じよう

　　０７０-０８６４・北海道旭川市住吉４条・すみよし４じよう

　　０７０-０８６５・北海道旭川市住吉５条・すみよし５じよう

　　０７０-０８６６・北海道旭川市住吉６条・すみよし６じよう

　　０７０-０８６７・北海道旭川市住吉７条・すみよし７じよう

　　０７０-００１０・北海道旭川市大雪通・たいせつどおり

　　０７０-８０７１・北海道旭川市台場１条・だいはﾞ１じよう

　　０７０-８０７２・北海道旭川市台場２条・だいはﾞ２じよう

　　０７０-８０７３・北海道旭川市台場３条・だいはﾞ３じよう

　　０７０-８０７４・北海道旭川市台場４条・だいはﾞ４じよう

　　０７０-８０２７・北海道旭川市台場東・だいはﾞひがじ

　　０７０-８０６１・北海道旭川市高砂台・たかさごだい

　　０７０-０８２１・北海道旭川市近文町・ちかぶみちよう

　　０７０-８０４１・北海道旭川市忠和１条・ちゆうわ１じよう

　　０７０-８０４２・北海道旭川市忠和２条・ちゆうわ２じよう

　　０７０-８０４３・北海道旭川市忠和３条・ちゆうわ３じよう

　　０７０-８０４４・北海道旭川市忠和４条・ちゆうわ４じよう

　　０７０-８０４５・北海道旭川市忠和５条・ちゆうわ５じよう



　　０７０-８０４６・北海道旭川市忠和６条・ちゆうわ６じよう

　　０７０-８０４７・北海道旭川市忠和７条・ちゆうわ７じよう

　　０７０-８０４８・北海道旭川市忠和８条・ちゆうわ８じよう

　　０７０-８０４９・北海道旭川市忠和９条・ちゆうわ９じよう

　　０７８-８３４１・北海道旭川市東光１条・とうこう１じよう

　　０７８-８３４２・北海道旭川市東光２条・とうこう２じよう

　　０７８-８３４３・北海道旭川市東光３条・とうこう３じよう

　　０７８-８３４４・北海道旭川市東光４条・とうこう４じよう

　　０７８-８３４５・北海道旭川市東光５条・とうこう５じよう

　　０７８-８３４６・北海道旭川市東光６条・とうこう６じよう

　　０７８-８３４７・北海道旭川市東光７条・とうこう７じよう

　　０７８-８３４８・北海道旭川市東光８条・とうこう８じよう

　　０７８-８３４９・北海道旭川市東光９条・とうこう９じよう

　　０７８-８３５０・北海道旭川市東光１０条・とうこう１０じよう

　　０７８-８３５１・北海道旭川市東光１１条・とうこう１１じよう

　　０７８-８３５２・北海道旭川市東光１２条・とうこう１２じよう

　　０７８-８３５３・北海道旭川市東光１３条・とうこう１３じよう

　　０７８-８３５４・北海道旭川市東光１４条・とうこう１４じよう

　　０７８-８３５５・北海道旭川市東光１５条・とうこう１５じよう

　　０７８-８３５６・北海道旭川市東光１６条・とうこう１６じよう

　　０７８-８３５７・北海道旭川市東光１７条・とうこう１７じよう

　　０７８-８３５８・北海道旭川市東光１８条・とうこう１８じよう

　　０７８-８３５９・北海道旭川市東光１９条・とうこう１９じよう

　　０７８-８３６０・北海道旭川市東光２０条・とうこう２０じよう

　　０７８-８３６１・北海道旭川市東光２１条・とうこう２１じよう

　　０７８-８３６２・北海道旭川市東光２２条・とうこう２２じよう

　　０７８-８３６３・北海道旭川市東光２３条・とうこう２３じよう

　　０７８-８３６４・北海道旭川市東光２４条・とうこう２４じよう

　　０７８-８３６５・北海道旭川市東光２５条・とうこう２５じよう

　　０７８-８３６６・北海道旭川市東光２６条・とうこう２６じよう

　　０７８-８３６７・北海道旭川市東光２７条・とうこう２７じよう

　　０７０-００４４・北海道旭川市常磐公園・ときわこうえん

　　０７０-００４３・北海道旭川市常盤通・ときわどおり

　　０７８-８２３１・北海道旭川市豊岡１条・とよおか１じよう

　　０７８-８２３２・北海道旭川市豊岡２条・とよおか２じよう

　　０７８-８２３３・北海道旭川市豊岡３条・とよおか３じよう

　　０７８-８２３４・北海道旭川市豊岡４条・とよおか４じよう

　　０７８-８２３５・北海道旭川市豊岡５条・とよおか５じよう

　　０７８-８２３６・北海道旭川市豊岡６条・とよおか６じよう

　　０７８-８２３７・北海道旭川市豊岡７条・とよおか７じよう

　　０７８-８２３８・北海道旭川市豊岡８条・とよおか８じよう

　　０７８-８２３９・北海道旭川市豊岡９条・とよおか９じよう

　　０７８-８２４０・北海道旭川市豊岡１０条・とよおか１０じよう

　　０７８-８２４１・北海道旭川市豊岡１１条・とよおか１１じよう

　　０７８-８２４２・北海道旭川市豊岡１２条・とよおか１２じよう

　　０７８-８２４３・北海道旭川市豊岡１３条・とよおか１３じよう

　　０７８-８２４４・北海道旭川市豊岡１４条・とよおか１４じよう

　　０７８-８２４５・北海道旭川市豊岡１５条・とよおか１５じよう

　　０７８-８２４６・北海道旭川市豊岡１６条・とよおか１６じよう

　　０７０-００４２・北海道旭川市中常盤町・なかときわちよう

　　０７９-８４１１・北海道旭川市永山１条・ながやま１じよう

　　０７９-８４１２・北海道旭川市永山２条・ながやま２じよう

　　０７９-８４１３・北海道旭川市永山３条・ながやま３じよう

　　０７９-８４１４・北海道旭川市永山４条・ながやま４じよう

　　０７９-８４１５・北海道旭川市永山５条・ながやま５じよう

　　０７９-８４１６・北海道旭川市永山６条・ながやま６じよう

　　０７９-８４１７・北海道旭川市永山７条・ながやま７じよう

　　０７９-８４１８・北海道旭川市永山８条・ながやま８じよう

　　０７９-８４１９・北海道旭川市永山９条・ながやま９じよう

　　０７９-８４２０・北海道旭川市永山１０条・ながやま１０じよう

　　０７９-８４２１・北海道旭川市永山１１条・ながやま１１じよう

　　０７９-８４２２・北海道旭川市永山１２条・ながやま１２じよう

　　０７９-８４２３・北海道旭川市永山１３条・ながやま１３じよう

　　０７９-８４２４・北海道旭川市永山１４条・ながやま１４じよう

　　０７９-８４５１・北海道旭川市永山北１条・ながやまきた１じよう

　　０７９-８４５２・北海道旭川市永山北２条・ながやまきた２じよう

　　０７９-８４５３・北海道旭川市永山北３条・ながやまきた３じよう

　　０７９-８４５４・北海道旭川市永山北４条・ながやまきた４じよう

　　０７９-８４３１・北海道旭川市永山町・ながやまちよう

　　０７１-０１７３・北海道旭川市西神楽北１条・にしかぐらきた１じよう



　　０７１-０１７４・北海道旭川市西神楽北２条・にしかぐらきた２じよう

　　０７１-０１７１・北海道旭川市西神楽南１条・にしかぐらみなみ１じよう

　　０７１-０１７２・北海道旭川市西神楽南２条・にしかぐらみなみ２じよう

　　０７１-０１８６・北海道旭川市西神楽南・にしかぐらみなみ

　　０７８-８３８１・北海道旭川市西神楽１線・にしかぐら１せん

　　０７８-８３８２・北海道旭川市西神楽２線・にしかぐら２せん

　　０７８-８３８３・北海道旭川市西神楽３線・にしかぐら３せん

　　０７１-０１８４・北海道旭川市西神楽４線・にしかぐら４せん

　　０７１-０１８５・北海道旭川市西神楽５線・にしかぐら５せん

　　０７０-０８２４・北海道旭川市錦町・にしきまち

　　０７８-８８２１・北海道旭川市西御料１条・にしごりよう１じよう

　　０７８-８８２２・北海道旭川市西御料２条・にしごりよう２じよう

　　０７８-８８２３・北海道旭川市西御料３条・にしごりよう３じよう

　　０７８-８８２４・北海道旭川市西御料４条・にしごりよう４じよう

　　０７８-８８２５・北海道旭川市西御料５条・にしごりよう５じよう

　　０７０-０９０１・北海道旭川市花咲町・はなさきちよう

　　０７０-００１３・北海道旭川市パルプ町・はﾟるふﾟちよう

　　０７０-００１１・北海道旭川市パルプ町１条・はﾟるふﾟちよう１じよう

　　０７０-００１２・北海道旭川市パルプ町２条・はﾟるふﾟちよう２じよう

　　０７８-８２５１・北海道旭川市東旭川北１条・ひがしあさひかわきた１じよう

　　０７８-８２５２・北海道旭川市東旭川北２条・ひがしあさひかわきた２じよう

　　０７８-８２５３・北海道旭川市東旭川北３条・ひがしあさひかわきた３じよう

　　０７８-８２０７・北海道旭川市東旭川町上兵村・ひがしあさひかわちようかみへいそん

　　０７８-８２０８・北海道旭川市東旭川町下兵村・ひがしあさひかわちようしもへいそん

　　０７８-８３４０・北海道旭川市東旭川町共栄・ひがしあさひかわちようきようえい

　　０７８-８３６８・北海道旭川市東旭川町旭正・ひがしあさひかわちようきよくせい

　　０７８-８２０５・北海道旭川市東旭川町倉沼・ひがしあさひかわちようくらぬま

　　０７８-８２０４・北海道旭川市東旭川町桜岡・ひがしあさひかわちようさくらおか

　　０７８-８２０６・北海道旭川市東旭川町忠別・ひがしあさひかわちようちゆうべつ

　　０７８-８２０２・北海道旭川市東旭川町豊田（１～９)・ひがしあさひかわちようとよた

　　０７８-１２７２・北海道旭川市東旭川町豊田（その他）・とよた(そのた)

　　０７８-８２０１・北海道旭川市東旭川町東桜岡（３０～４９９)・ひがしさくらおか

　　０７８-１２７１・北海道旭川市東旭川町東桜岡（その他）・ひがしさくらおか(そのた)

　　０７８-８２０３・北海道旭川市東旭川町日ノ出・ひがしあさひかわちようひので

　　０７８-１２７４・北海道旭川市東旭川町瑞穂・ひがしあさひかわちようみずほ

　　０７８-１２７３・北海道旭川市東旭川町米原・ひがしあさひかわちようよねはら

　　０７８-８２６１・北海道旭川市東旭川南１条・ひがしあさひかわみなみ１じよう

　　０７８-８２６２・北海道旭川市東旭川南２条・ひがしあさひかわみなみ２じよう

　　０７１-８１０１・北海道旭川市東鷹栖１条・ひがしたかす１じよう

　　０７１-８１０２・北海道旭川市東鷹栖２条・ひがしたかす２じよう

　　０７１-８１０３・北海道旭川市東鷹栖３条・ひがしたかす３じよう

　　０７１-８１０４・北海道旭川市東鷹栖４条・ひがしたかす４じよう

　　０７１-８１５１・北海道旭川市東鷹栖１線・ひがしたかす１せん

　　０７１-８１５２・北海道旭川市東鷹栖２線・ひがしたかす２せん

　　０７１-８１５３・北海道旭川市東鷹栖３線・ひがしたかす３せん

　　０７１-８１５４・北海道旭川市東鷹栖４線・ひがしたかす４せん

　　０７１-８１５５・北海道旭川市東鷹栖５線・ひがしたかす５せん

　　０７１-８１５６・北海道旭川市東鷹栖６線・ひがしたかす６せん

　　０７１-８１５７・北海道旭川市東鷹栖７線・ひがしたかす７せん

　　０７１-８１５８・北海道旭川市東鷹栖８線・ひがしたかす８せん

　　０７１-８１５９・北海道旭川市東鷹栖９線・ひがしたかす９せん

　　０７１-８１６０・北海道旭川市東鷹栖１０線・ひがしたかす１０せん

　　０７１-８１６１・北海道旭川市東鷹栖１１線・ひがしたかす１１せん

　　０７１-８１６２・北海道旭川市東鷹栖１２線・ひがしたかす１２せん

　　０７１-８１６３・北海道旭川市東鷹栖１３線・ひがしたかす１３せん

　　０７１-８１６４・北海道旭川市東鷹栖１４線・ひがしたかす１４せん

　　０７１-８１６５・北海道旭川市東鷹栖１５線・ひがしたかす１５せん

　　０７１-８１１１・北海道旭川市東鷹栖東１条・ひがしたかすひがし１じよう

　　０７１-８１１２・北海道旭川市東鷹栖東２条・ひがしたかすひがし２じよう

　　０７１-８１１３・北海道旭川市東鷹栖東３条・ひがしたかすひがし３じよう

　　０７１-８１１４・北海道旭川市東鷹栖東１線・ひがしたかすひがし１せん

　　０７１-８１７１・北海道旭川市東山・ひがしやま

　　０７０-００２１・北海道旭川市東１条・ひがし１じよう

　　０７０-００２２・北海道旭川市東２条・ひがし２じよう

　　０７０-００２３・北海道旭川市東３条・ひがし３じよう

　　０７０-００２４・北海道旭川市東４条・ひがし４じよう

　　０７０-００２５・北海道旭川市東５条・ひがし５じよう

　　０７０-００２６・北海道旭川市東６条・ひがし６じよう

　　０７０-００２７・北海道旭川市東７条・ひがし７じよう

　　０７０-００２８・北海道旭川市東８条・ひがし８じよう



　　０７０-０８２５・北海道旭川市北門町・ほくもんちよう

　　０７８-８３０１・北海道旭川市緑が丘１条・みどりがおか１じよう

　　０７８-８３０２・北海道旭川市緑が丘２条・みどりがおか２じよう

　　０７８-８３０３・北海道旭川市緑が丘３条・みどりがおか３じよう

　　０７８-８３０４・北海道旭川市緑が丘４条・みどりがおか４じよう

　　０７８-８３０５・北海道旭川市緑が丘５条・みどりがおか５じよう

　　０７８-８８０１・北海道旭川市緑が丘東１条・みどりがおかひがし１じよう

　　０７８-８８０２・北海道旭川市緑が丘東２条・みどりがおかひがし２じよう

　　０７８-８８０３・北海道旭川市緑が丘東３条・みどりがおかひがし３じよう

　　０７８-８８０４・北海道旭川市緑が丘東４条・みどりがおかひがし４じよう

　　０７８-８８０５・北海道旭川市緑が丘東５条・みどりがおかひがし５じよう

　　０７８-８８１１・北海道旭川市緑が丘南１条・みどりがおかみなみ１じよう

　　０７８-８８１２・北海道旭川市緑が丘南２条・みどりがおかみなみ２じよう

　　０７８-８８１３・北海道旭川市緑が丘南３条・みどりがおかみなみ３じよう

　　０７８-８８１４・北海道旭川市緑が丘南４条・みどりがおかみなみ４じよう

　　０７８-８８１５・北海道旭川市緑が丘南５条・みどりがおかみなみ５じよう

　　０７１-８１６６・北海道旭川市緑台・みどりだい

　　０７０-０８２３・北海道旭川市緑町・みどりまち

　　０７８-８３３１・北海道旭川市南１条通・みなみ１じようどおり

　　０７８-８３３２・北海道旭川市南２条通・みなみ２じようどおり

　　０７８-８３３３・北海道旭川市南３条通・みなみ３じようどおり

　　０７８-８３３４・北海道旭川市南４条通・みなみ４じようどおり

　　０７８-８３３５・北海道旭川市南５条通・みなみ５じようどおり

　　０７８-８３３６・北海道旭川市南６条通・みなみ６じようどおり

　　０７８-８３３７・北海道旭川市南７条通・みなみ７じようどおり

　　０７８-８３３８・北海道旭川市南８条通・みなみ８じようどおり

　　０７８-８３３９・北海道旭川市南９条通・みなみ９じようどおり

　　０７０-８０２８・北海道旭川市南が丘・みなみがおか

　　０７０-００３０・北海道旭川市宮下通（１～１７丁目）・みやしたどおり

　　０７８-８３３０・北海道旭川市宮下通（１８～２６丁目）・みやしたどおり

　　０７８-８３９１・北海道旭川市宮前１条・みやまえ１じよう

　　０７８-８３９２・北海道旭川市宮前２条・みやまえ２じよう

　　０７０-０８１０・北海道旭川市本町・もとまち

　　０７０-０９７１・北海道旭川市４区１条・４く１じよう

　　０７０-０９７２・北海道旭川市４区２条・４く２じよう

　　０７０-０９７３・北海道旭川市４区３条・４く３じよう

　　０７９-８４４１・北海道旭川市流通団地１条・りゆうつうだんち１じよう

　　０７９-８４４２・北海道旭川市流通団地２条・りゆうつうだんち２じよう

　　０７９-８４４３・北海道旭川市流通団地３条・りゆうつうだんち３じよう

　　０７９-８４４４・北海道旭川市流通団地４条・りゆうつうだんち４じよう

　　０７０-００３１・北海道旭川市１条通（１～１７丁目）・１じようどおり

　　０７８-８２１１・北海道旭川市１条通（１８～２５丁目）・１じようどおり

　　０７０-００３２・北海道旭川市２条通（１～１７丁目）・２じようどおり

　　０７８-８２１２・北海道旭川市２条通（１８～２５丁目）・２じようどおり

　　０７０-００５２・北海道旭川市２条西・２じようにじ

　　０７０-００３３・北海道旭川市３条通（１～１７丁目）・３じようどおり

　　０７８-８２１３・北海道旭川市３条通（１８～２５丁目）・３じようどおり

　　０７０-００５３・北海道旭川市３条西・３じようにじ

　　０７０-００３４・北海道旭川市４条通（１～１７丁目）・４じようどおり

　　０７８-８２１４・北海道旭川市４条通（１８～２５丁目）・４じようどおり

　　０７０-００５４・北海道旭川市４条西・４じようにじ

　　０７０-００３５・北海道旭川市５条通（１～１７丁目）・５じようどおり

　　０７８-８２１５・北海道旭川市５条通（１８～２５丁目）・５じようどおり

　　０７０-００５５・北海道旭川市５条西・５じようにじ

　　０７０-００３６・北海道旭川市６条通（１～１７丁目）・６じようどおり

　　０７８-８２１６・北海道旭川市６条通（１８～２５丁目）・６じようどおり

　　０７０-００５６・北海道旭川市６条西・６じようにじ

　　０７０-００３７・北海道旭川市７条通（１～１７丁目）・７じようどおり

　　０７８-８２１７・北海道旭川市７条通（１８～２５丁目）・７じようどおり

　　０７０-００５７・北海道旭川市７条西・７じようにじ

　　０７０-００３８・北海道旭川市８条通（１～１７丁目）・８じようどおり

　　０７８-８２１８・北海道旭川市８条通（１８～２５丁目）・８じようどおり

　　０７０-００５８・北海道旭川市８条西・８じようにじ

　　０７０-００３９・北海道旭川市９条通（１～１７丁目）・９じようどおり

　　０７８-８２１９・北海道旭川市９条通（１８～２５丁目）・９じようどおり

　　０７０-００５９・北海道旭川市９条西・９じようにじ

　　０７０-００４０・北海道旭川市１０条通（８～１７丁目）・１０じようどおり

　　０７８-８２２０・北海道旭川市１０条通（１８～２５丁目）・１０じようどおり

　　０７８-８２２１・北海道旭川市１１条通・１１じようどおり

　　０５０-００００・北海道室蘭市・以下に不掲載・ いかにふけいさい



　　０５０-００５１・北海道室蘭市石川町・いしかわちよう

　　０５１-００２３・北海道室蘭市入江町・いりえちよう

　　０５１-００３５・北海道室蘭市絵鞆町・えともちよう

　　０５０-００８６・北海道室蘭市大沢町・おおさわちよう

　　０５１-００３３・北海道室蘭市小橋内町・おはしないちよう

　　０５１-００２２・北海道室蘭市海岸町・かいがんちよう

　　０５０-００５２・北海道室蘭市香川町・かがわちよう

　　０５０-００６４・北海道室蘭市柏木町・かしわぎちよう

　　０５０-００５３・北海道室蘭市神代町・かみしろちよう

　　０５１-００３２・北海道室蘭市港南町・こうなんちよう

　　０５０-００６３・北海道室蘭市港北町・こうほくちよう

　　０５１-０００２・北海道室蘭市御前水町・ごぜんすいちよう

　　０５０-００８２・北海道室蘭市寿町・ことぶきちよう

　　０５１-００１６・北海道室蘭市幸町・さいわいちよう

　　０５１-００１４・北海道室蘭市栄町・さかえちよう

　　０５０-００５５・北海道室蘭市崎守町・さきもりちよう

　　０５１-００２７・北海道室蘭市沢町・さわちよう

　　０５１-００２６・北海道室蘭市清水町・しみずちよう

　　０５１-００３６・北海道室蘭市祝津町・しゆくつﾞちよう

　　０５１-０００５・北海道室蘭市新富町・しんとみちよう

　　０５０-００６７・北海道室蘭市陣屋町・じんやまち

　　０５０-００７２・北海道室蘭市高砂町・たかさごちよう

　　０５０-００６２・北海道室蘭市高平町・たかひらちよう

　　０５１-０００６・北海道室蘭市茶津町・ちやつちよう

　　０５１-００１１・北海道室蘭市中央町・ちゆうおうちよう

　　０５０-００７６・北海道室蘭市知利別町・ちりべつちよう

　　０５１-００３１・北海道室蘭市築地町・つきじちよう

　　０５０-００７７・北海道室蘭市天神町・てんじんちよう

　　０５１-００２５・北海道室蘭市常盤町・ときわちよう

　　０５０-００７４・北海道室蘭市中島町・なかじまちよう

　　０５０-００７５・北海道室蘭市中島本町・なかじまほんちよう

　　０５０-００８７・北海道室蘭市仲町・なかまち

　　０５１-００２８・北海道室蘭市西小路町・にしこうじちよう

　　０５０-００５４・北海道室蘭市白鳥台・はくちようだい

　　０５０-００６１・北海道室蘭市八丁平・はつちようだいら

　　０５０-００８３・北海道室蘭市東町・ひがしまち

　　０５０-００８１・北海道室蘭市日の出町・ひのでちよう

　　０５１-００１３・北海道室蘭市舟見町・ふなみちよう

　　０５１-０００３・北海道室蘭市母恋南町・ほﾞこいみなみまち

　　０５１-０００４・北海道室蘭市母恋北町・ほﾞこいきたまち

　　０５０-００６６・北海道室蘭市幌萌町・ほろもえちよう

　　０５１-００１５・北海道室蘭市本町・ほんちよう

　　０５１-００２４・北海道室蘭市幕西町・まくにしちよう

　　０５１-００３４・北海道室蘭市増市町・ますいちちよう

　　０５１-０００１・北海道室蘭市御崎町・みさきちよう

　　０５０-００７１・北海道室蘭市水元町・みずもとちよう

　　０５１-００２１・北海道室蘭市緑町・みどりちよう

　　０５０-００７３・北海道室蘭市宮の森町・みやのもりちよう

　　０５０-００８４・北海道室蘭市みゆき町・みゆきちよう

　　０５０-００６５・北海道室蘭市本輪西町・もとわにしちよう

　　０５１-００１２・北海道室蘭市山手町・やまてちよう

　　０５０-００８５・北海道室蘭市輪西町・わにしちよう

　　０８５-００００・北海道釧路市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０８５-００６２・北海道釧路市愛国・あいこく

　　０８５-００５８・北海道釧路市愛国東・あいこくひがじ

　　０８５-００５７・北海道釧路市愛国西・あいこくにじ

　　０８５-０２５２・北海道釧路市青山・あおやま

　　０８５-００５４・北海道釧路市暁町・あかつきちよう

　　０８５-０４６７・北海道釧路市阿寒町阿寒湖温泉（１～６丁目）・あかんこおんせん

　　０８５-０２３８・北海道釧路市阿寒町飽別・あかんちようあくべつ

　　０８５-０２１２・北海道釧路市阿寒町旭町・あかんちようあさひまち

　　０８５-０４６８・北海道釧路市阿寒町オクルシュベ・あかんちようおくるしゆべ

　　０８５-０２４５・北海道釧路市阿寒町上阿寒・あかんちようかみあかん

　　０８５-０２２１・北海道釧路市阿寒町上舌辛・あかんちようかみしたから

　　０８５-０２３５・北海道釧路市阿寒町上徹別・あかんちようかみてしべつ

　　０８５-０２０２・北海道釧路市阿寒町上仁々志別・あかんちようかみににしべつ

　　０８５-０２１６・北海道釧路市阿寒町北新町・あかんちようきたしんまち

　　０８５-０２１７・北海道釧路市阿寒町北町・あかんちようきたまち

　　０８５-０２４４・北海道釧路市阿寒町紀ノ丘・あかんちようきのおか

　　０８５-０２０６・北海道釧路市阿寒町共和・あかんちようきようわ



　　０８５-０２２０・北海道釧路市阿寒町舌辛・あかんちようしたから

　　０８５-０２１１・北海道釧路市阿寒町下舌辛・あかんちようしもしたから

　　０８５-０２３１・北海道釧路市阿寒町下徹別・あかんちようしもてしべつ

　　０８５-０２０４・北海道釧路市阿寒町下仁々志別・あかんちようしもににしべつ

　　０８５-０２２３・北海道釧路市阿寒町下布伏内・あかんちようしもふぶしない

　　０８５-０２１８・北海道釧路市阿寒町新町・あかんちようしんまち

　　０８５-０２３４・北海道釧路市阿寒町蘇牛・あかんちようそうじ

　　０８５-０２３２・北海道釧路市阿寒町大正・あかんちようたいしよう

　　０８５-０２２５・北海道釧路市阿寒町知茶布・あかんちようちちやつふﾟ

　　０８５-０２１５・北海道釧路市阿寒町中央・あかんちようちゆうおう

　　０８５-０２３７・北海道釧路市阿寒町徹別中央・あかんちようてしべつちゆうおう

　　０８５-０２０５・北海道釧路市阿寒町東栄・あかんちようとうえい

　　０８５-０２４１・北海道釧路市阿寒町中阿寒・あかんちようなかあかん

　　０８５-０２３６・北海道釧路市阿寒町中徹別・あかんちようなかてしべつ

　　０８５-０２０３・北海道釧路市阿寒町中仁々志別・あかんちようなかににしべつ

　　０８５-０２１３・北海道釧路市阿寒町仲町・あかんちようなかまち

　　０８５-０２４３・北海道釧路市阿寒町西阿寒・あかんちようにしあかん

　　０８５-０２３３・北海道釧路市阿寒町西徹別・あかんちようにしてしべつ

　　０８５-０２０１・北海道釧路市阿寒町仁々志別・あかんちようににしべつ

　　０８５-０２４２・北海道釧路市阿寒町東舌辛・あかんちようひがししたから

　　０８５-０２１４・北海道釧路市阿寒町富士見・あかんちようふじみ

　　０８５-０２２２・北海道釧路市阿寒町布伏内・あかんちようふぶしない

　　０８５-０２２４・北海道釧路市阿寒町雄別横山・あかんちようゆうべつよこやま

　　０８５-００１１・北海道釧路市旭町・あさひまち

　　０８５-００６１・北海道釧路市芦野・あしの

　　０８５-０００８・北海道釧路市入江町・いりえちよう

　　０８５-０８４６・北海道釧路市入舟・いりふね

　　０８５-０８３５・北海道釧路市浦見・うらみ

　　０８５-０８３７・北海道釧路市大川町・おおかわちよう

　　０８５-０８４７・北海道釧路市大町・おおまち

　　０８５-０８１１・北海道釧路市興津・おこつ

　　０８４-０９１７・北海道釧路市大楽毛・おたのしけ

　　０８４-０９１８・北海道釧路市大楽毛北・おたのしけきた

　　０８４-０９１６・北海道釧路市大楽毛西・おたのしけにじ

　　０８４-０９１５・北海道釧路市大楽毛南・おたのしけみなみ

　　０８８-０１２２・北海道釧路市音別町あけぼの・おんべつちようあけほﾞの

　　０８８-０１１７・北海道釧路市音別町朝日・おんべつちようあさひ

　　０８８-０１０４・北海道釧路市音別町音別原野基線（二俣）・(ふたまた)

　　０８８-０１０８・北海道釧路市音別町音別原野基線（二俣川向）・(ふたまたかわむかい)

　　０８８-０１２６・北海道釧路市音別町音別原野西（川西）・(かわにし)

　　０８８-０１０９・北海道釧路市音別町音別原野東・おんべつちようおんべつげんやひがじ

　　０８８-０１１４・北海道釧路市音別町海光・おんべつちようかいこう

　　０８８-０１２３・北海道釧路市音別町川東・おんべつちようかわひがじ

　　０８８-０１３４・北海道釧路市音別町キナシ別・おんべつちようきなしべつ

　　０８８-０１２５・北海道釧路市音別町共栄・おんべつちようきようえい

　　０８８-０１３３・北海道釧路市音別町尺別・おんべつちようしやくべつ

　　０８８-０１３２・北海道釧路市音別町尺別（岐線）・おんべつちようしやくべつ(きせん)

　　０８８-０１０７・北海道釧路市音別町チヤンベツ・おんべつちようちやんべつ

　　０８８-０１３５・北海道釧路市音別町直別・おんべつちようちよくべつ

　　０８８-０１０２・北海道釧路市音別町中音別（光和）・おんべつちようなかおんべつ(こうわ)

　　０８８-０１１２・北海道釧路市音別町中音別（チノミ台）・(ちのみだい)

　　０８８-０１０３・北海道釧路市音別町中音別（北栄）・おんべつちようなかおんべつ(ほくえい)

　　０８８-０１１８・北海道釧路市音別町中音別（その他）・おんべつちようなかおんべつ(そのた)

　　０８８-０１１６・北海道釧路市音別町中園・おんべつちようなかぞの

　　０８８-０１０６・北海道釧路市音別町ヌプキベツ・おんべつちようぬふﾟきべつ

　　０８８-０１３１・北海道釧路市音別町ノトロ・おんべつちようのとろ

　　０８８-０１０１・北海道釧路市音別町馬主来・おんべつちようはﾟしくる

　　０８８-０１１１・北海道釧路市音別町パシクル湖畔・おんべつちようはﾟしくるこはん

　　０８８-０１１３・北海道釧路市音別町風連・おんべつちようふうれん

　　０８８-０１２４・北海道釧路市音別町緑町・おんべつちようみどりまち

　　０８８-０１０５・北海道釧路市音別町ムリ・おんべつちようむり

　　０８８-０１１５・北海道釧路市音別町本町・おんべつちようもとまち

　　０８８-０１２１・北海道釧路市音別町若草・おんべつちようわかくさ

　　０８５-００２３・北海道釧路市海運・かいうん

　　０８５-０８１６・北海道釧路市貝塚・かいつﾞか

　　０８５-０８２４・北海道釧路市柏木町・かしわぎちよう

　　０８５-００４１・北海道釧路市春日町・かすがちよう

　　０８５-０８０２・北海道釧路市桂恋・かつらこい

　　０８５-００１２・北海道釧路市川上町・かわかみちよう

　　０８５-０００３・北海道釧路市川北町・かわきたちよう



　　０８５-００４４・北海道釧路市川端町・かわはﾞたちよう

　　０８５-００１５・北海道釧路市北大通・きたおおどおり

　　０８４-０９０８・北海道釧路市北園・きたぞの

　　０８５-００４３・北海道釧路市喜多町・きたちよう

　　０８５-００３５・北海道釧路市共栄大通・きようえいおおどおり

　　０８５-００１８・北海道釧路市黒金町・くろがねちよう

　　０８５-００５１・北海道釧路市光陽町・こうようちよう

　　０８５-００２６・北海道釧路市寿・ことぶき

　　０８５-００４８・北海道釧路市駒場町・こまはﾞちよう

　　０８４-０９２７・北海道釧路市駒牧・こままき

　　０８５-０８１５・北海道釧路市材木町・ざいもくちよう

　　０８５-００１７・北海道釧路市幸町・さいわいちよう

　　０８５-００１３・北海道釧路市栄町・さかえまち

　　０８５-０８０５・北海道釧路市桜ケ岡・さくらがおか

　　０８５-０２５１・北海道釧路市桜田・さくらだ

　　０８５-０８１２・北海道釧路市紫雲台・しうんだい

　　０８５-００５５・北海道釧路市治水町・じすいちよう

　　０８５-０８２２・北海道釧路市春湖台・しゆんこだい

　　０８４-０９０２・北海道釧路市昭和・しようわ

　　０８４-０９０１・北海道釧路市昭和北・しようわきた

　　０８４-０９１０・北海道釧路市昭和中央・しようわちゆうおう

　　０８４-０９０３・北海道釧路市昭和町・しようわちよう

　　０８４-０９０９・北海道釧路市昭和南・しようわみなみ

　　０８５-０８０４・北海道釧路市白樺台・しらかはﾞだい

　　０８５-０８４４・北海道釧路市知人町・しりとちよう

　　０８５-００３４・北海道釧路市白金町・しろがねちよう

　　０８５-０８２６・北海道釧路市城山・しろやま

　　０８５-００３２・北海道釧路市新栄町・しんえいちよう

　　０８５-００４７・北海道釧路市新川町・しんかわちよう

　　０８５-０００２・北海道釧路市新釧路町・しんくしろちよう

　　０８５-０００４・北海道釧路市新富町・しんとみちよう

　　０８５-００４６・北海道釧路市新橋大通・しんはﾞしおおどおり

　　０８４-０９０４・北海道釧路市新富士町・しんふじちよう

　　０８５-００１４・北海道釧路市末広町・すえひろちよう

　　０８５-００４５・北海道釧路市住之江町・すみのえちよう

　　０８５-０８３１・北海道釧路市住吉・すみよじ

　　０８５-０８０７・北海道釧路市高山・たかやま

　　０８５-００２５・北海道釧路市宝町・たからまち

　　０８５-０８２５・北海道釧路市千歳町・ちとせちよう

　　０８５-０８２３・北海道釧路市千代ノ浦・ちよのうら

　　０８４-０９２６・北海道釧路市鶴丘・つるおか

　　０８５-０８２１・北海道釧路市鶴ケ岱・つるがだい

　　０８４-０９２４・北海道釧路市鶴野・つるの

　　０８４-０９２３・北海道釧路市鶴野東・つるのひがじ

　　０８４-０９０６・北海道釧路市鳥取大通・とつとりおおどおり

　　０８４-０９０７・北海道釧路市鳥取北・とつとりきた

　　０８４-０９０５・北海道釧路市鳥取南・とつとりみなみ

　　０８５-００５３・北海道釧路市豊川町・とよかわちよう

　　０８５-００３１・北海道釧路市中島町・なかじまちよう

　　０８５-００５２・北海道釧路市中園町・なかぞのちよう

　　０８４-０９２９・北海道釧路市中鶴野・なかつるの

　　０８５-００２７・北海道釧路市仲浜町・なかはまちよう

　　０８５-００２１・北海道釧路市浪花町・なにわちよう

　　０８４-０９２５・北海道釧路市新野・にいの

　　０８５-００１６・北海道釧路市錦町・にしきちよう

　　０８４-０９１４・北海道釧路市西港・にしこう

　　０８５-０８３６・北海道釧路市幣舞町・ぬさまいちよう

　　０８５-００３８・北海道釧路市花園町・はなぞのちよう

　　０８５-００２４・北海道釧路市浜町・はまちよう

　　０８５-０８１３・北海道釧路市春採・はるとり

　　０８５-００５６・北海道釧路市東川町・ひがしかわちよう

　　０８５-００６４・北海道釧路市広里・ひろさと

　　０８５-０８３２・北海道釧路市富士見・ふじみ

　　０８５-０００６・北海道釧路市双葉町・ふたはﾞちよう

　　０８５-００６３・北海道釧路市文苑・ふみぞの

　　０８５-０００１・北海道釧路市古川町・ふるかわちよう

　　０８５-０８４３・北海道釧路市弁天ケ浜・べんてんがはま

　　０８４-０９２２・北海道釧路市北斗・ほくと

　　０８４-０９１２・北海道釧路市星が浦大通・ほしがうらおおどおり

　　０８４-０９１１・北海道釧路市星が浦北・ほしがうらきた



　　０８４-０９１３・北海道釧路市星が浦南・ほしがうらみなみ

　　０８５-０００７・北海道釧路市堀川町・ほりかわちよう

　　０８５-０８０３・北海道釧路市益浦・ますうら

　　０８５-０００５・北海道釧路市松浦町・まつうらちよう

　　０８５-０８０１・北海道釧路市三津浦・みつうら

　　０８５-０８１４・北海道釧路市緑ケ岡・みどりがおか

　　０８５-０８４５・北海道釧路市港町・みなとまち

　　０８５-０８４１・北海道釧路市南大通・みなみおおどおり

　　０８５-００２２・北海道釧路市南浜町・みなみはまちよう

　　０８４-０９２１・北海道釧路市美濃・みのう

　　０８５-００６５・北海道釧路市美原・みはら

　　０８５-０８３３・北海道釧路市宮本・みやもと

　　０８５-０８０６・北海道釧路市武佐・むさ

　　０８５-００３７・北海道釧路市柳町・やなぎまち

　　０８４-０９２８・北海道釧路市山花・やまはな

　　０８５-０８３４・北海道釧路市弥生・やよい

　　０８５-０８４２・北海道釧路市米町・よねまち

　　０８５-００４２・北海道釧路市若草町・わかくさちよう

　　０８５-００３６・北海道釧路市若竹町・わかたけちよう

　　０８５-００３３・北海道釧路市若松町・わかまつちよう

　　０８０-００００・北海道帯広市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０８９-１１８１・北海道帯広市愛国町・あいこくちよう

　　０８９-１２４５・北海道帯広市泉町・いずみちよう

　　０８９-１２４４・北海道帯広市以平町・いたいらちよう

　　０８０-０８３５・北海道帯広市稲田町・いなだちよう

　　０８０-０８３３・北海道帯広市稲田町基線・いなだちようきせん

　　０８０-０８３４・北海道帯広市稲田町西・いなだちようにじ

　　０８０-０８３２・北海道帯広市稲田町東・いなだちようひがじ

　　０８０-０８３１・北海道帯広市稲田町南・いなだちようみなみ

　　０８０-２１２１・北海道帯広市岩内町・いわないちよう

　　０８０-２１２２・北海道帯広市岩内町第１基線・いわないちようだい１きせん

　　０８０-２１２３・北海道帯広市岩内町西・いわないちようにじ

　　０８０-２１２４・北海道帯広市岩内町東・いわないちようひがじ

　　０８０-０８１６・北海道帯広市大川町・おおかわちよう

　　０８０-０８３８・北海道帯広市大空町・おおぞらちよう

　　０８０-００３０・北海道帯広市大通北・おおどおりきた

　　０８０-００１０・北海道帯広市大通南・おおどおりみなみ

　　０８０-２３３４・北海道帯広市上帯広町・かみおびひろちよう

　　０８０-２１１１・北海道帯広市上清川町・かみきよかわちよう

　　０８０-２１１２・北海道帯広市上清川町基線・かみきよかわちようきせん

　　０８０-２１１３・北海道帯広市上清川町西・かみきよかわちようにじ

　　０８０-２１１４・北海道帯広市上清川町東・かみきよかわちようひがじ

　　０８９-１１８２・北海道帯広市川西町・かわにしちよう

　　０８０-２１０１・北海道帯広市清川町・きよかわちよう

　　０８０-２１０２・北海道帯広市清川町基線・きよかわちようきせん

　　０８０-２１１５・北海道帯広市清川町仲通・きよかわちようなかどおり

　　０８０-２１０３・北海道帯広市清川町西・きよかわちようにじ

　　０８０-２１０４・北海道帯広市清川町東・きよかわちようひがじ

　　０８０-２１１６・北海道帯広市清川町本通・きよかわちようほんどおり

　　０８０-０８３６・北海道帯広市空港南町・くうこうみなみまち

　　０８０-０８３７・北海道帯広市空港南町南・くうこうみなみまちみなみ

　　０８０-０８４７・北海道帯広市公園東町・こうえんひがしまち

　　０８９-１２４６・北海道帯広市幸福町・こうふくちよう

　　０８９-１２４３・北海道帯広市桜木町・さくらぎちよう

　　０８０-０８４８・北海道帯広市自由が丘（１丁目）・じゆうがおか

　　０８０-０８４８・北海道帯広市自由が丘（２丁目）・じゆうがおか

　　０８０-２４７６・北海道帯広市自由が丘（３～７丁目）・じゆうがおか

　　０８９-１２４７・北海道帯広市昭和町・しようわちよう

　　０８０-００５１・北海道帯広市白樺十六条西・しらかはﾞ１６じようにじ

　　０８０-００５０・北海道帯広市白樺十六条東・しらかはﾞ１６じようひがじ

　　０８０-００５３・北海道帯広市新町西・しんまちにじ

　　０８０-００５２・北海道帯広市新町東・しんまちひがじ

　　０８０-０８７２・北海道帯広市清流西・せいりゆうにじ

　　０８０-０８７１・北海道帯広市清流東・せいりゆうひがじ

　　０８９-１２４２・北海道帯広市大正町・たいしようちよう

　　０８９-１２４１・北海道帯広市大正本町・たいしようほんちよう

　　０８０-２１０５・北海道帯広市太平町・たいへいちよう

　　０８０-２１１７・北海道帯広市太平町西・たいへいちようにじ

　　０８０-２３３７・北海道帯広市拓成町・たくせいちよう

　　０８９-１１８３・北海道帯広市豊西町・とよにしちよう



　　０８９-１２５２・北海道帯広市中島町・なかじまちよう

　　０８０-００３１・北海道帯広市西一条北・にし１じようきた

　　０８０-００１１・北海道帯広市西一条南・にし１じようみなみ

　　０８０-００３２・北海道帯広市西二条北・にし２じようきた

　　０８０-００１２・北海道帯広市西二条南・にし２じようみなみ

　　０８０-００３３・北海道帯広市西三条北・にし３じようきた

　　０８０-００１３・北海道帯広市西三条南・にし３じようみなみ

　　０８０-００３４・北海道帯広市西四条北・にし４じようきた

　　０８０-００１４・北海道帯広市西四条南・にし４じようみなみ

　　０８０-００３５・北海道帯広市西五条北・にし５じようきた

　　０８０-００１５・北海道帯広市西五条南・にし５じようみなみ

　　０８０-００３６・北海道帯広市西六条北・にし６じようきた

　　０８０-００１６・北海道帯広市西六条南・にし６じようみなみ

　　０８０-００３７・北海道帯広市西七条北・にし７じようきた

　　０８０-００１７・北海道帯広市西七条南・にし７じようみなみ

　　０８０-００３８・北海道帯広市西八条北・にし８じようきた

　　０８０-００１８・北海道帯広市西八条南・にし８じようみなみ

　　０８０-００３９・北海道帯広市西九条北・にし９じようきた

　　０８０-００１９・北海道帯広市西九条南・にし９じようみなみ

　　０８０-００４０・北海道帯広市西十条北・にし１０じようきた

　　０８０-００２０・北海道帯広市西十条南・にし１０じようみなみ

　　０８０-００４１・北海道帯広市西十一条北・にし１１じようきた

　　０８０-００２１・北海道帯広市西十一条南・にし１１じようみなみ

　　０８０-００４２・北海道帯広市西十二条北・にし１２じようきた

　　０８０-００２２・北海道帯広市西十二条南・にし１２じようみなみ

　　０８０-００４３・北海道帯広市西十三条北・にし１３じようきた

　　０８０-００２３・北海道帯広市西十三条南・にし１３じようみなみ

　　０８０-００４４・北海道帯広市西十四条北・にし１４じようきた

　　０８０-００２４・北海道帯広市西十四条南・にし１４じようみなみ

　　０８０-００４５・北海道帯広市西十五条北・にし１５じようきた

　　０８０-００２５・北海道帯広市西十五条南・にし１５じようみなみ

　　０８０-００４６・北海道帯広市西十六条北・にし１６じようきた

　　０８０-００２６・北海道帯広市西十六条南・にし１６じようみなみ

　　０８０-００４７・北海道帯広市西十七条北・にし１７じようきた

　　０８０-００２７・北海道帯広市西十七条南・にし１７じようみなみ

　　０８０-００４８・北海道帯広市西十八条北・にし１８じようきた

　　０８０-００２８・北海道帯広市西十八条南・にし１８じようみなみ

　　０８０-２４５９・北海道帯広市西十九条北・にし１９じようきた

　　０８０-２４６９・北海道帯広市西十九条南（１～５丁目）・にし１９じようみなみ

　　０８０-００２９・北海道帯広市西十九条南（３５～３８）・にし１９じようみなみ

　　０８０-００２９・北海道帯広市西十九条南（４１）・にし１９じようみなみ

　　０８０-００２９・北海道帯広市西十九条南（３５～３８丁目）・にし１９じようみなみ

　　０８０-００２９・北海道帯広市西十九条南（４１丁目）・にし１９じようみなみ

　　０８０-００２９・北海道帯広市西十九条南（４２丁目）・にし１９じようみなみ

　　０８０-２４６０・北海道帯広市西二十条北・にし２０じようきた

　　０８０-２４７０・北海道帯広市西二十条南・にし２０じようみなみ

　　０８０-２４６１・北海道帯広市西二十一条北・にし２１じようきた

　　０８０-２４７１・北海道帯広市西二十一条南・にし２１じようみなみ

　　０８０-２４６２・北海道帯広市西二十二条北・にし２２じようきた

　　０８０-２４７２・北海道帯広市西二十二条南・にし２２じようみなみ

　　０８０-２４６３・北海道帯広市西二十三条北・にし２３じようきた

　　０８０-２４７３・北海道帯広市西二十三条南・にし２３じようみなみ

　　０８０-２４６４・北海道帯広市西二十四条北・にし２４じようきた

　　０８０-２４７４・北海道帯広市西二十四条南・にし２４じようみなみ

　　０８０-２４６５・北海道帯広市西二十五条北・にし２５じようきた

　　０８０-２４７５・北海道帯広市西二十五条南・にし２５じようみなみ

　　０８０-００５４・北海道帯広市柏林台北町・はくりんだいきたまち

　　０８０-００５７・北海道帯広市柏林台中町・はくりんだいなかまち

　　０８０-００５８・北海道帯広市柏林台西町・はくりんだいにしまち

　　０８０-００５５・北海道帯広市柏林台東町・はくりんだいひがしまち

　　０８０-００５６・北海道帯広市柏林台南町・はくりんだいみなみまち

　　０８０-２３３３・北海道帯広市美栄町（西５～８線７９～１１０)・びえいちよう

　　０８０-２１０６・北海道帯広市美栄町（その他）・びえいちよう(そのた)

　　０８０-０８２１・北海道帯広市東一条北・ひがし１じようきた

　　０８０-０８０１・北海道帯広市東一条南・ひがし１じようみなみ

　　０８０-０８２２・北海道帯広市東二条北・ひがし２じようきた

　　０８０-０８０２・北海道帯広市東二条南・ひがし２じようみなみ

　　０８０-０８２３・北海道帯広市東三条北・ひがし３じようきた

　　０８０-０８０３・北海道帯広市東三条南・ひがし３じようみなみ

　　０８０-０８２４・北海道帯広市東四条北・ひがし４じようきた



　　０８０-０８０４・北海道帯広市東四条南・ひがし４じようみなみ

　　０８０-０８０５・北海道帯広市東五条南・ひがし５じようみなみ

　　０８０-０８０６・北海道帯広市東六条南・ひがし６じようみなみ

　　０８０-０８０７・北海道帯広市東七条南・ひがし７じようみなみ

　　０８０-０８０８・北海道帯広市東八条南・ひがし８じようみなみ

　　０８０-０８０９・北海道帯広市東九条南・ひがし９じようみなみ

　　０８０-０８１０・北海道帯広市東十条南・ひがし１０じようみなみ

　　０８０-０８１１・北海道帯広市東十一条南・ひがし１１じようみなみ

　　０８０-０８１２・北海道帯広市東十二条南・ひがし１２じようみなみ

　　０８０-０８１３・北海道帯広市東十三条南・ひがし１３じようみなみ

　　０８０-０８１４・北海道帯広市東十四条南・ひがし１４じようみなみ

　　０８０-０８１５・北海道帯広市東十五条南・ひがし１５じようみなみ

　　０８０-２３３５・北海道帯広市広野町・ひろのちよう

　　０８０-２３３２・北海道帯広市富士町（西４～８線４９～７８)・ふじちよう

　　０８９-１２５１・北海道帯広市富士町（その他）・ふじちよう(そのた)

　　０８９-１１８４・北海道帯広市別府町・べつふﾟちよう

　　０８０-０８４６・北海道帯広市緑ケ丘・みどりがおか

　　０８０-０８４１・北海道帯広市緑ケ丘一条通・みどりがおか１じようどおり

　　０８０-０８４２・北海道帯広市緑ケ丘二条通・みどりがおか２じようどおり

　　０８０-０８４３・北海道帯広市緑ケ丘三条通・みどりがおか３じようどおり

　　０８０-０８４５・北海道帯広市緑ケ丘東通西・みどりがおかひがしどおりにじ

　　０８０-０８４４・北海道帯広市緑ケ丘東通東・みどりがおかひがしどおりひがじ

　　０８０-０８６２・北海道帯広市南の森西・みなみのもりにじ

　　０８０-０８６１・北海道帯広市南の森東・みなみのもりひがじ

　　０８０-０８５７・北海道帯広市南町・みなみまち

　　０８０-０８５６・北海道帯広市南町南・みなみまちみなみ

　　０８０-２３３１・北海道帯広市基松町・もといまつちよう

　　０８０-２３３６・北海道帯広市八千代町・やちよちよう

　　０８０-０８１７・北海道帯広市依田町・よだちよう

　　０９０-００００・北海道北見市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０９９-０８７１・北海道北見市相内町・あいのないちよう

　　０９０-００１８・北海道北見市青葉町・あおはﾞちよう

　　０９０-００１１・北海道北見市曙町・あけほﾞのちよう

　　０９０-０８０３・北海道北見市朝日町・あさひまち

　　０９０-０８１１・北海道北見市泉町・いずみちよう

　　０９０-００２０・北海道北見市大通東・おおどおりひがじ

　　０９０-００４０・北海道北見市大通西・おおどおりにじ

　　０９０-００１６・北海道北見市大町・おおまち

　　０９０-００５６・北海道北見市卸町・おろしまち

　　０９９-１５８２・北海道北見市開成・かいせい

　　０９０-００６６・北海道北見市花月町・かげつちよう

　　０９９-０８７７・北海道北見市柏木・かしわぎ

　　０９０-００５３・北海道北見市桂町・かつらまち

　　０９９-１５８５・北海道北見市上ところ・かみところ

　　０９０-０００６・北海道北見市上仁頃・かみにころ

　　０９０-０８２１・北海道北見市川沿町・かわぞえちよう

　　０９０-０８０７・北海道北見市川東・かわひがじ

　　０９９-１５８３・北海道北見市北上・きたがみ

　　０９０-００２１・北海道北見市北一条東・きた１じようひがじ

　　０９０-００４１・北海道北見市北一条西・きた１じようにじ

　　０９０-００２２・北海道北見市北二条東・きた２じようひがじ

　　０９０-００４２・北海道北見市北二条西・きた２じようにじ

　　０９０-００２３・北海道北見市北三条東・きた３じようひがじ

　　０９０-００４３・北海道北見市北三条西・きた３じようにじ

　　０９０-００２４・北海道北見市北四条東・きた４じようひがじ

　　０９０-００４４・北海道北見市北四条西・きた４じようにじ

　　０９０-００２５・北海道北見市北五条東・きた５じようひがじ

　　０９０-００４５・北海道北見市北五条西・きた５じようにじ

　　０９０-００２６・北海道北見市北六条東・きた６じようひがじ

　　０９０-００４６・北海道北見市北六条西・きた６じようにじ

　　０９０-００２７・北海道北見市北七条東・きた７じようひがじ

　　０９０-００４７・北海道北見市北七条西・きた７じようにじ

　　０９０-００２８・北海道北見市北八条東・きた８じようひがじ

　　０９０-００４８・北海道北見市北八条西・きた８じようにじ

　　０９０-００２９・北海道北見市北九条東・きた９じようひがじ

　　０９０-００３０・北海道北見市北十条東・きた１０じようひがじ

　　０９０-００３１・北海道北見市北十一条東・きた１１じようひがじ

　　０９０-００６３・北海道北見市清見町・きよみちよう

　　０９０-０００１・北海道北見市小泉・こいずみ

　　０９０-００５１・北海道北見市高栄東町・こうえいひがしまち



　　０９０-００５８・北海道北見市高栄西町・こうえいにしまち

　　０９０-００１５・北海道北見市公園町・こうえんちよう

　　０９０-０８３５・北海道北見市光西町・こうせいちよう

　　０９０-０８２３・北海道北見市広明町・こうめいちよう

　　０９０-０８１４・北海道北見市光葉町・こうようちよう

　　０９０-００６５・北海道北見市寿町・ことぶきちよう

　　０９０-００３６・北海道北見市幸町・さいわいちよう

　　０９０-０８３２・北海道北見市栄町・さかえまち

　　０９０-０８０４・北海道北見市桜町・さくらまち

　　０９０-００１９・北海道北見市三楽町・さんらくちよう

　　０９０-０８０１・北海道北見市春光町・しゆんこうちよう

　　０９０-０００２・北海道北見市昭和・しようわ

　　０９０-０８１５・北海道北見市新生町・しんせいちよう

　　０９０-０８２６・北海道北見市末広町・すえひろちよう

　　０９９-０８７４・北海道北見市住吉・すみよじ

　　０９０-０８０５・北海道北見市清月町・せいげつちよう

　　０９０-０００８・北海道北見市大正・たいしよう

　　０９０-００１７・北海道北見市高砂町・たかさごちよう

　　０９０-０８０２・北海道北見市田端町・たはﾞたちよう

　　０９９-２１０１・北海道北見市端野町一区・たんのちよう１く

　　０９９-２１０２・北海道北見市端野町二区・たんのちよう２く

　　０９９-２１０３・北海道北見市端野町三区・たんのちよう３く

　　０９９-２１０７・北海道北見市端野町川向・たんのちようかわむかい

　　０９９-２１０６・北海道北見市端野町協和・たんのちようきようわ

　　０９９-２１０４・北海道北見市端野町端野・たんのちようたんの

　　０９９-２１０５・北海道北見市端野町忠志・たんのちようちゆうじ

　　０９９-２１１２・北海道北見市端野町豊実・たんのちようとよみ

　　０９９-２２３１・北海道北見市端野町緋牛内・たんのちようひうしない

　　０９９-２１１１・北海道北見市端野町北登・たんのちようほくと

　　０９０-００３４・北海道北見市中央町・ちゆうおうちよう

　　０９０-０８３７・北海道北見市中央三輪・ちゆうおうみわ

　　０９９-１５８４・北海道北見市常川・つねかわ

　　０９０-００６１・北海道北見市東陵町・とうりようちよう

　　０９０-０８１７・北海道北見市常盤町・ときわちよう

　　０９３-０２１５・北海道北見市常呂町岐阜・ところちようぎふ

　　０９３-０２１４・北海道北見市常呂町共立・ところちようきようりつ

　　０９３-０２１６・北海道北見市常呂町栄浦・ところちようさかえうら

　　０９３-０２１０・北海道北見市常呂町常呂・ところちようところ

　　０９３-０２１３・北海道北見市常呂町土佐・ところちようとさ

　　０９３-０３３２・北海道北見市常呂町富丘・ところちようとみおか

　　０９３-０３３１・北海道北見市常呂町豊川・ところちようとよかわ

　　０９３-０３３６・北海道北見市常呂町登・ところちようのほﾞり

　　０９３-０２０２・北海道北見市常呂町東浜・ところちようひがしはま

　　０９３-０３３４・北海道北見市常呂町日吉・ところちようひよじ

　　０９３-０３３３・北海道北見市常呂町福山・ところちようふくやま

　　０９３-０３３５・北海道北見市常呂町吉野・ところちようよしの

　　０９９-０８７６・北海道北見市富里・とみさと

　　０９９-０８７２・北海道北見市豊田・とよた

　　０９０-０８３３・北海道北見市とん田東町・とんでんひがしまち

　　０９０-０８３４・北海道北見市とん田西町・とんでんにしまち

　　０９０-０８１３・北海道北見市中ノ島町・なかのしまちよう

　　０９０-００１２・北海道北見市並木町・なみきちよう

　　０９０-０００３・北海道北見市仁頃町・にころちよう

　　０９９-０８７３・北海道北見市西相内・にしあいのない

　　０９０-０８２７・北海道北見市錦町・にしきちよう

　　０９０-０８３１・北海道北見市西富町・にしとみちよう

　　０９０-０８３８・北海道北見市西三輪・にしみわ

　　０９０-００１３・北海道北見市柏陽町・はくようちよう

　　０９０-０８１６・北海道北見市花園町・はなぞのちよう

　　０９０-００３３・北海道北見市番場町・はﾞんはﾞちよう

　　０９９-０８７８・北海道北見市東相内町・ひがしあいのないちよう

　　０９０-０８３６・北海道北見市東三輪・ひがしみわ

　　０９０-０８１０・北海道北見市ひかり野・ひかりの

　　０９９-１５８６・北海道北見市広郷・ひろさと

　　０９０-００５４・北海道北見市双葉町・ふたはﾞちよう

　　０９０-００１４・北海道北見市文京町・ぶんきようちよう

　　０９９-１５８７・北海道北見市豊地・ほうちﾞ

　　０９０-０８２２・北海道北見市北央町・ほくおうちよう

　　０９０-００５２・北海道北見市北進町・ほくしんちよう

　　０９０-００３５・北海道北見市北斗町・ほくとちよう



　　０９０-０００４・北海道北見市北陽・ほくよう

　　０９０-０８２４・北海道北見市北光・ほつこう

　　０９９-０８７５・北海道北見市本沢・ほんざわ

　　０９０-０００７・北海道北見市美里・みさと

　　０９０-００３２・北海道北見市三住町・みすみちよう

　　０９９-０８７９・北海道北見市美園・みその

　　０９０-００６７・北海道北見市緑ケ丘・みどりがおか

　　０９０-００５５・北海道北見市緑町・みどりまち

　　０９９-１５８１・北海道北見市南丘・みなみおか

　　０９０-０８１２・北海道北見市南仲町・みなみなかまち

　　０９０-０８０６・北海道北見市南町・みなみまち

　　０９０-００７０・北海道北見市美山町西・みやまちようにじ

　　０９０-００６９・北海道北見市美山町東・みやまちようひがじ

　　０９０-００６８・北海道北見市美山町南・みやまちようみなみ

　　０９０-００６４・北海道北見市美芳町・みよしちよう

　　０９０-０８２５・北海道北見市無加川町・むかがわちよう

　　０９０-０８１８・北海道北見市本町・もとまち

　　０９０-００３７・北海道北見市山下町・やましたちよう

　　０９０-０００５・北海道北見市大和・やまと

　　０９１-００２９・北海道北見市留辺蘂町旭１区・るべしべちようあさひ１く

　　０９１-００２８・北海道北見市留辺蘂町旭３区・るべしべちようあさひ３く

　　０９１-００２５・北海道北見市留辺蘂町旭北・るべしべちようあさひきた

　　０９１-００２６・北海道北見市留辺蘂町旭公園・るべしべちようあさひこうえん

　　０９１-００２３・北海道北見市留辺蘂町旭中央・るべしべちようあさひちゆうおう

　　０９１-００２７・北海道北見市留辺蘂町旭西・るべしべちようあさひにじ

　　０９１-００２２・北海道北見市留辺蘂町旭東・るべしべちようあさひひがじ

　　０９１-００２４・北海道北見市留辺蘂町旭南・るべしべちようあさひみなみ

　　０９１-０００２・北海道北見市留辺蘂町東町・るべしべちようあずままち

　　０９１-００１１・北海道北見市留辺蘂町泉・るべしべちよういずみ

　　０９１-００３１・北海道北見市留辺蘂町大富・るべしべちようおおとみ

　　０９１-０１７０・北海道北見市留辺蘂町温根湯温泉・るべしべちようおんねゆおんせん

　　０９１-００２１・北海道北見市留辺蘂町金華・るべしべちようかねはな

　　０９１-０００４・北海道北見市留辺蘂町上町・るべしべちようかみまち

　　０９１-０１５６・北海道北見市留辺蘂町川北・るべしべちようかわきた

　　０９１-０１６１・北海道北見市留辺蘂町厚和・るべしべちようこうわ

　　０９１-００３３・北海道北見市留辺蘂町栄町・るべしべちようさかえまち

　　０９１-０１５１・北海道北見市留辺蘂町昭栄・るべしべちようしようえい

　　０９１-０１６３・北海道北見市留辺蘂町滝の湯・るべしべちようたきのゆ

　　０９１-０００７・北海道北見市留辺蘂町富岡・るべしべちようとみおか

　　０９１-００３２・北海道北見市留辺蘂町豊金・るべしべちようとよがね

　　０９１-０００３・北海道北見市留辺蘂町仲町・るべしべちようなかまち

　　０９１-０１５７・北海道北見市留辺蘂町花丘・るべしべちようはなおか

　　０９１-００１８・北海道北見市留辺蘂町花園・るべしべちようはなぞの

　　０９１-０１５４・北海道北見市留辺蘂町平里・るべしべちようひらさと

　　０９１-０１６２・北海道北見市留辺蘂町富士見・るべしべちようふじみ

　　０９１-０１５３・北海道北見市留辺蘂町松山・るべしべちようまつやま

　　０９１-００１６・北海道北見市留辺蘂町丸山・るべしべちようまるやま

　　０９１-００１７・北海道北見市留辺蘂町瑞穂・るべしべちようみずほ

　　０９１-０００８・北海道北見市留辺蘂町宮下町・るべしべちようみやしたちよう

　　０９１-０００１・北海道北見市留辺蘂町元町・るべしべちようもとまち

　　０９１-０１５５・北海道北見市留辺蘂町大和・るべしべちようやまと

　　０９０-００５７・北海道北見市若葉・わかはﾞ

　　０９０-０８０８・北海道北見市若松・わかまつ

　　０６８-０４００・北海道夕張市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０６８-０４０５・北海道夕張市旭町・あさひまち

　　０６８-０７５４・北海道夕張市楓・かえで

　　０６８-０６６２・北海道夕張市鹿島明石町・かしまあかしちよう

　　０６８-０６７３・北海道夕張市鹿島栄町・かしまさかえちよう

　　０６８-０６６１・北海道夕張市鹿島白金・かしましろがね

　　０６８-０６６５・北海道夕張市鹿島宝町・かしまたからちよう

　　０６８-０６６３・北海道夕張市鹿島千年町・かしまちとせちよう

　　０６８-０６６４・北海道夕張市鹿島錦町・かしまにしきちよう

　　０６８-０６７２・北海道夕張市鹿島富士見町・かしまふじみちよう

　　０６８-０６７５・北海道夕張市鹿島北栄町・かしまほくえいちよう

　　０６８-０６７１・北海道夕張市鹿島緑町・かしまみどりちよう

　　０６８-０６７４・北海道夕張市鹿島代々木町・かしまよよぎちよう

　　０６８-０４１３・北海道夕張市鹿の谷・しかのたに

　　０６８-０４１２・北海道夕張市鹿の谷東丘町・しかのたにひがしおかちよう

　　０６８-０４１４・北海道夕張市鹿の谷山手町・しかのたにやまてちよう

　　０６８-０５３１・北海道夕張市清水沢・しみずさわ



　　０６８-０５３２・北海道夕張市清水沢清栄町・しみずさわせいえいちよう

　　０６８-０５３３・北海道夕張市清水沢清湖町・しみずさわせいこちよう

　　０６８-０５３５・北海道夕張市清水沢清陵町・しみずさわせいりようちよう

　　０６８-０５３４・北海道夕張市清水沢宮前町・しみずさわみやまえちよう

　　０６８-０４０２・北海道夕張市社光・しやこう

　　０６８-０４０４・北海道夕張市昭和・しようわ

　　０６８-０４１１・北海道夕張市末広・すえひろ

　　０６８-０４０６・北海道夕張市住初・すみぞめ

　　０６８-０４０１・北海道夕張市高松・たかまつ

　　０６８-０７５６・北海道夕張市滝ノ上・たきのうえ

　　０６８-０４２４・北海道夕張市千代田・ちよだ

　　０６８-０４０９・北海道夕張市丁未・ていみ

　　０６８-０４２１・北海道夕張市常盤・ときわ

　　０６８-０４０８・北海道夕張市富岡・とみおか

　　０６８-０４２６・北海道夕張市富野・とみの

　　０６８-０５４６・北海道夕張市南部青葉町・なんぶあおはﾞちよう

　　０６８-０５４５・北海道夕張市南部東町・なんぶあずまちよう

　　０６８-０５４１・北海道夕張市南部遠幌町・なんぶえんほろちよう

　　０６８-０５４４・北海道夕張市南部大宮町・なんぶおおみやちよう

　　０６８-０５４６・北海道夕張市南部菊水町・なんぶきくすいちよう

　　０６８-０５４８・北海道夕張市南部幌南町・なんぶこうなんちよう

　　０６８-０５４７・北海道夕張市南部新光町・なんぶしんこうちよう

　　０６８-０５４０・北海道夕張市南部住の江町・なんぶすみのえちよう

　　０６８-０５４９・北海道夕張市南部岳見町・なんぶたけみちよう

　　０６８-０５４２・北海道夕張市南部夕南町・なんぶゆうなんちよう

　　０６８-０５４３・北海道夕張市南部若美町・なんぶわかみちよう

　　０６８-０７５１・北海道夕張市沼ノ沢・ぬまのさわ

　　０６８-０７５３・北海道夕張市登川・のほﾞりかわ

　　０６８-０４２２・北海道夕張市日吉・ひよじ

　　０６８-０４０７・北海道夕張市福住・ふくずみ

　　０６８-０４２３・北海道夕張市平和・へいわ

　　０６８-０４０３・北海道夕張市本町・ほんちよう

　　０６８-０７５２・北海道夕張市真谷地・まやち

　　０６８-０５３６・北海道夕張市南清水沢・みなみしみずさわ

　　０６８-０７５５・北海道夕張市紅葉山・もみじやま

　　０６８-０４２５・北海道夕張市若菜・わかな

　　０６８-００００・北海道岩見沢市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０６８-３１８５・北海道岩見沢市朝日町・あさひちよう

　　０６８-００３５・北海道岩見沢市有明町中央・ありあけちようちゆうおう

　　０６８-００３４・北海道岩見沢市有明町南・ありあけちようみなみ

　　０７９-０１８３・北海道岩見沢市大願町・おおねがいちよう

　　０７９-０１８１・北海道岩見沢市岡山町・おかやまちよう

　　０６９-０３８４・北海道岩見沢市御茶の水町・おちやのみずちよう

　　０６８-０８２９・北海道岩見沢市かえで町・かえでちよう

　　０６８-０８２７・北海道岩見沢市春日町・かすがちよう

　　０６８-０８４７・北海道岩見沢市金子町・かねこちよう

　　０６８-０８３６・北海道岩見沢市上志文町・かみしぶんちよう

　　０６９-０３６１・北海道岩見沢市上幌向北一条・かみほろむいきた１じよう

　　０６９-０３６２・北海道岩見沢市上幌向南一条・かみほろむいみなみ１じよう

　　０６９-０３６３・北海道岩見沢市上幌向南二条・かみほろむいみなみ２じよう

　　０６９-０３６４・北海道岩見沢市上幌向南三条・かみほろむいみなみ３じよう

　　０６９-０３６５・北海道岩見沢市上幌向町・かみほろむいちよう

　　０６８-００５７・北海道岩見沢市北本町東・きたほんちようひがじ

　　０６８-００５３・北海道岩見沢市北本町西・きたほんちようにじ

　　０６８-００４１・北海道岩見沢市北一条西・きた１じようにじ

　　０６８-００４２・北海道岩見沢市北二条西・きた２じようにじ

　　０６８-００４３・北海道岩見沢市北三条西・きた３じようにじ

　　０６８-００４４・北海道岩見沢市北四条西・きた４じようにじ

　　０６８-００４５・北海道岩見沢市北五条西・きた５じようにじ

　　０６８-００６１・北海道岩見沢市北六条西・きた６じようにじ

　　０６８-１２１３・北海道岩見沢市北村赤川・きたむらあかがわ

　　０６８-１２０３・北海道岩見沢市北村大願・きたむらおおねがい

　　０６８-１２０４・北海道岩見沢市北村栄町・きたむらさかえまち

　　０６９-０３５１・北海道岩見沢市北村砂浜・きたむらすなはま

　　０６８-１２１２・北海道岩見沢市北村中央・きたむらちゆうおう

　　０６８-１２０５・北海道岩見沢市北村豊里・きたむらとよさと

　　０６８-１２０２・北海道岩見沢市北村中小屋・きたむらなかごや

　　０６８-１２１４・北海道岩見沢市北村美唄達布・きたむらびはﾞいたつふﾟ

　　０６８-１２０１・北海道岩見沢市北村豊正・きたむらほうせい

　　０６８-１１６１・北海道岩見沢市北村北都（新中島）・きたむらほくと(しんなかじま)



　　０６８-１２１１・北海道岩見沢市北村北都（その他）・きたむらほくと(そのた)

　　０６８-１２１５・北海道岩見沢市北村幌達布・きたむらほろたつふﾟ

　　０６８-０１０６・北海道岩見沢市栗沢町越前・くりさわちようえちぜん

　　０６８-０１１２・北海道岩見沢市栗沢町上幌・くりさわちようかみほろ

　　０６８-０１３３・北海道岩見沢市栗沢町加茂川・くりさわちようかもがわ

　　０６８-０１２２・北海道岩見沢市栗沢町北幸穂・くりさわちようきたさちほ

　　０６８-０１２１・北海道岩見沢市栗沢町北本町・くりさわちようきたほんちよう

　　０６８-０１３５・北海道岩見沢市栗沢町岐阜・くりさわちようぎふ

　　０６８-０１３４・北海道岩見沢市栗沢町栗丘・くりさわちようくりおか

　　０６８-０１０２・北海道岩見沢市栗沢町栗部・くりさわちようくりべ

　　０６８-０１０４・北海道岩見沢市栗沢町耕成・くりさわちようこうせい

　　０６８-０１３１・北海道岩見沢市栗沢町小西・くりさわちようこにじ

　　０６８-０１２４・北海道岩見沢市栗沢町幸穂町・くりさわちようさちほちよう

　　０６８-０１０５・北海道岩見沢市栗沢町自協・くりさわちようじきよう

　　０６８-０１０３・北海道岩見沢市栗沢町砺波・くりさわちようとなみ

　　０６８-０１２６・北海道岩見沢市栗沢町西本町・くりさわちようにしほんちよう

　　０６８-３１６５・北海道岩見沢市栗沢町西万字・くりさわちようにしまんじ

　　０６８-０１２３・北海道岩見沢市栗沢町東本町・くりさわちようひがしほんちよう

　　０６８-０１３６・北海道岩見沢市栗沢町必成・くりさわちようひつせい

　　０６８-０１０１・北海道岩見沢市栗沢町北斗・くりさわちようほくと

　　０６８-０１２７・北海道岩見沢市栗沢町本町・くりさわちようほんちよう

　　０６８-３１５４・北海道岩見沢市栗沢町万字曙町・くりさわちようまんじあけほﾞのまち

　　０６８-３１６２・北海道岩見沢市栗沢町万字旭町・くりさわちようまんじあさひまち

　　０６８-３１５１・北海道岩見沢市栗沢町万字大平・くりさわちようまんじおおたいら

　　０６８-３１５５・北海道岩見沢市栗沢町万字寿町・くりさわちようまんじことぶきちよう

　　０６８-３１５２・北海道岩見沢市栗沢町万字幸町・くりさわちようまんじさいわいちよう

　　０６８-３１５８・北海道岩見沢市栗沢町万字巴町・くりさわちようまんじともえちよう

　　０６８-３１５３・北海道岩見沢市栗沢町万字仲町・くりさわちようまんじなかまち

　　０６８-３１６４・北海道岩見沢市栗沢町万字錦町・くりさわちようまんじにしきまち

　　０６８-３１６３・北海道岩見沢市栗沢町万字西原町・くりさわちようまんじにしはらまち

　　０６８-３１５６・北海道岩見沢市栗沢町万字英町・くりさわちようまんじはなぶさちよう

　　０６８-３１５９・北海道岩見沢市栗沢町万字二見町・くりさわちようまんじふたみちよう

　　０６８-３１５７・北海道岩見沢市栗沢町万字睦町・くりさわちようまんじむつみちよう

　　０６８-０１３２・北海道岩見沢市栗沢町南幸穂・くりさわちようみなみさちほ

　　０６８-０１２５・北海道岩見沢市栗沢町南本町・くりさわちようみなみほんちよう

　　０６８-３１６１・北海道岩見沢市栗沢町宮村（２４８)・くりさわちようみやむら

　　０６８-３１６１・北海道岩見沢市栗沢町宮村（３３９)・くりさわちようみやむら

　　０６８-３１６１・北海道岩見沢市栗沢町宮村（７２６)・くりさわちようみやむら

　　０６８-３１６１・北海道岩見沢市栗沢町宮村（７８０)・くりさわちようみやむら

　　０６８-３１６１・北海道岩見沢市栗沢町宮村（８００)・くりさわちようみやむら

　　０６８-３１６１・北海道岩見沢市栗沢町宮村（８０６)・くりさわちようみやむら

　　０６８-０１１３・北海道岩見沢市栗沢町宮村（その他）・くりさわちようみやむら(そのた)

　　０６８-３１８３・北海道岩見沢市栗沢町美流渡楓町・くりさわちようみるとかえでちよう

　　０６８-３１７２・北海道岩見沢市栗沢町美流渡栄町・くりさわちようみるとさかえちよう

　　０６８-３１７９・北海道岩見沢市栗沢町美流渡桜町・くりさわちようみるとさくらまち

　　０６８-３１７７・北海道岩見沢市栗沢町美流渡末広町・くりさわちようみるとすえひろちよう

　　０６８-３１７６・北海道岩見沢市栗沢町美流渡東栄町・くりさわちようみるととうえいちよう

　　０６８-３１７８・北海道岩見沢市栗沢町美流渡錦町・くりさわちようみるとにしきちよう

　　０６８-３１７５・北海道岩見沢市栗沢町美流渡西町・くりさわちようみるとにしまち

　　０６８-３１８０・北海道岩見沢市栗沢町美流渡東町・くりさわちようみるとひがしまち

　　０６８-３１７１・北海道岩見沢市栗沢町美流渡本町・くりさわちようみるとほんちよう

　　０６８-３１８２・北海道岩見沢市栗沢町美流渡緑町・くりさわちようみるとみどりまち

　　０６８-３１８１・北海道岩見沢市栗沢町美流渡南町・くりさわちようみるとみなみまち

　　０６８-３１７４・北海道岩見沢市栗沢町美流渡吉野町・くりさわちようみるとよしのちよう

　　０６８-３１７３・北海道岩見沢市栗沢町美流渡若葉町・くりさわちようみるとわかはﾞちよう

　　０６８-０１１５・北海道岩見沢市栗沢町最上・くりさわちようもがみ

　　０６８-０１１４・北海道岩見沢市栗沢町茂世丑・くりさわちようもせうじ

　　０６８-０１１１・北海道岩見沢市栗沢町由良・くりさわちようゆら

　　０６８-０８３４・北海道岩見沢市駒園・こまぞの

　　０６８-０８２１・北海道岩見沢市栄町・さかえまち

　　０６８-００５８・北海道岩見沢市桜木一条・さくらぎ１じよう

　　０６８-０８３３・北海道岩見沢市志文町・しぶんちよう

　　０６８-０８４１・北海道岩見沢市志文本町一条・しぶんほんちよう１じよう

　　０６８-０８４２・北海道岩見沢市志文本町二条・しぶんほんちよう２じよう

　　０６８-０８４３・北海道岩見沢市志文本町三条・しぶんほんちよう３じよう

　　０６８-０８４４・北海道岩見沢市志文本町四条・しぶんほんちよう４じよう

　　０６８-０８４５・北海道岩見沢市志文本町五条・しぶんほんちよう５じよう

　　０６８-３１８６・北海道岩見沢市清水町・しみずちよう

　　０６８-０８４６・北海道岩見沢市下志文町・しもしぶんちよう

　　０６９-０３７６・北海道岩見沢市中幌向町・なかほろむいちよう



　　０６８-０８１８・北海道岩見沢市並木町・なみきちよう

　　０６８-３１８７・北海道岩見沢市奈良町・ならちよう

　　０６８-００４８・北海道岩見沢市西川町・にしかわちよう

　　０６８-０８２８・北海道岩見沢市鳩が丘・はとがおか

　　０６８-００１５・北海道岩見沢市東町・ひがしまち

　　０６８-００１３・北海道岩見沢市東町一条・ひがしまち１じよう

　　０６８-００１４・北海道岩見沢市東町二条・ひがしまち２じよう

　　０６８-０８２０・北海道岩見沢市東山・ひがしやま

　　０６８-０８２６・北海道岩見沢市東山町・ひがしやまちよう

　　０６８-０８２３・北海道岩見沢市日の出南・ひのでみなみ

　　０６８-０８２４・北海道岩見沢市日の出北・ひのできた

　　０６８-０８２２・北海道岩見沢市日の出台・ひのでだい

　　０６８-０８２５・北海道岩見沢市日の出町・ひのでちよう

　　０６８-０８３１・北海道岩見沢市ふじ町一条・ふじちよう１じよう

　　０６８-０８３２・北海道岩見沢市ふじ町二条・ふじちよう２じよう

　　０６９-０３６６・北海道岩見沢市双葉町・ふたはﾞちよう

　　０６８-０８３７・北海道岩見沢市宝水町・ほうすいちよう

　　０６９-０３８１・北海道岩見沢市幌向北一条・ほろむいきた１じよう

　　０６９-０３８２・北海道岩見沢市幌向北二条・ほろむいきた２じよう

　　０６９-０３７１・北海道岩見沢市幌向南一条・ほろむいみなみ１じよう

　　０６９-０３７２・北海道岩見沢市幌向南二条・ほろむいみなみ２じよう

　　０６９-０３７３・北海道岩見沢市幌向南三条・ほろむいみなみ３じよう

　　０６９-０３７４・北海道岩見沢市幌向南四条・ほろむいみなみ４じよう

　　０６９-０３７５・北海道岩見沢市幌向南五条・ほろむいみなみ５じよう

　　０６９-０３８３・北海道岩見沢市幌向町・ほろむいちよう

　　０６８-０８１１・北海道岩見沢市美園一条・みその１じよう

　　０６８-０８１２・北海道岩見沢市美園二条・みその２じよう

　　０６８-０８１３・北海道岩見沢市美園三条・みその３じよう

　　０６８-０８１４・北海道岩見沢市美園四条・みその４じよう

　　０６８-０８１５・北海道岩見沢市美園五条・みその５じよう

　　０６８-０８１６・北海道岩見沢市美園六条・みその６じよう

　　０６８-０８１７・北海道岩見沢市美園七条・みその７じよう

　　０６８-０８３５・北海道岩見沢市緑が丘・みどりがおか

　　０６８-００４６・北海道岩見沢市緑町・みどりちよう

　　０６８-０８１０・北海道岩見沢市南町・みなみまち

　　０６８-０８０１・北海道岩見沢市南町一条・みなみまち１じよう

　　０６８-０８０２・北海道岩見沢市南町二条・みなみまち２じよう

　　０６８-０８０３・北海道岩見沢市南町三条・みなみまち３じよう

　　０６８-０８０４・北海道岩見沢市南町四条・みなみまち４じよう

　　０６８-０８０５・北海道岩見沢市南町五条・みなみまち５じよう

　　０６８-０８０６・北海道岩見沢市南町六条・みなみまち６じよう

　　０６８-０８０７・北海道岩見沢市南町七条・みなみまち７じよう

　　０６８-０８０８・北海道岩見沢市南町八条・みなみまち８じよう

　　０６８-０８０９・北海道岩見沢市南町九条・みなみまち９じよう

　　０７９-０１８２・北海道岩見沢市峰延町・みねのぶちよう

　　０６８-００１６・北海道岩見沢市稔町・みのりちよう

　　０６８-３１８８・北海道岩見沢市毛陽町・もうようちよう

　　０６８-００５４・北海道岩見沢市元町一条東・もとまち１じようひがじ

　　０６８-００５１・北海道岩見沢市元町一条西・もとまち１じようにじ

　　０６８-００５５・北海道岩見沢市元町二条東・もとまち２じようひがじ

　　０６８-００５２・北海道岩見沢市元町二条西・もとまち２じようにじ

　　０６８-００５６・北海道岩見沢市元町三条東・もとまち３じようひがじ

　　０６８-０８５１・北海道岩見沢市大和一条・やまと１じよう

　　０６８-０８５２・北海道岩見沢市大和二条・やまと２じよう

　　０６８-０８５３・北海道岩見沢市大和三条・やまと３じよう

　　０６８-０８５４・北海道岩見沢市大和四条・やまと４じよう

　　０６８-０８５５・北海道岩見沢市大和町・やまとちよう

　　０６８-０８３０・北海道岩見沢市若駒・わかこま

　　０６８-００４７・北海道岩見沢市若松町・わかまつちよう

　　０６８-０００１・北海道岩見沢市一条東・１じようひがじ

　　０６８-００２１・北海道岩見沢市一条西・１じようにじ

　　０６８-０００２・北海道岩見沢市二条東・２じようひがじ

　　０６８-００２２・北海道岩見沢市二条西・２じようにじ

　　０６８-０００３・北海道岩見沢市三条東・３じようひがじ

　　０６８-００２３・北海道岩見沢市三条西・３じようにじ

　　０６８-０００４・北海道岩見沢市四条東・４じようひがじ

　　０６８-００２４・北海道岩見沢市四条西・４じようにじ

　　０６８-０００５・北海道岩見沢市五条東・５じようひがじ

　　０６８-００２５・北海道岩見沢市五条西・５じようにじ

　　０６８-０００６・北海道岩見沢市六条東・６じようひがじ



　　０６８-００２６・北海道岩見沢市六条西・６じようにじ

　　０６８-０００７・北海道岩見沢市七条東・７じようひがじ

　　０６８-００２７・北海道岩見沢市七条西・７じようにじ

　　０６８-０００８・北海道岩見沢市八条東・８じようひがじ

　　０６８-００２８・北海道岩見沢市八条西・８じようにじ

　　０６８-０００９・北海道岩見沢市九条東・９じようひがじ

　　０６８-００２９・北海道岩見沢市九条西・９じようにじ

　　０６８-００１０・北海道岩見沢市十条東・１０じようひがじ

　　０６８-００３０・北海道岩見沢市十条西・１０じようにじ

　　０６８-００１１・北海道岩見沢市十一条東・１１じようひがじ

　　０６８-００３１・北海道岩見沢市十一条西・１１じようにじ

　　０６８-００１２・北海道岩見沢市十二条東・１２じようひがじ

　　０６８-００３２・北海道岩見沢市十二条西・１２じようにじ

　　０６８-００３３・北海道岩見沢市十三条西・１３じようにじ

　　０９３-００００・北海道網走市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０９９-３１１５・北海道網走市稲富・いなとみ

　　０９３-０１３５・北海道網走市卯原内・うはﾞらない

　　０９９-３５０２・北海道網走市浦士別・うらしべつ

　　０９３-００４５・北海道網走市大曲・おおまがり

　　０９９-３５０１・北海道網走市音根内・おんねない

　　０９３-００８３・北海道網走市海岸町・かいがんちよう

　　０９３-０１３３・北海道網走市嘉多山・かたやま

　　０９３-００４１・北海道網走市桂町・かつらまち

　　０９９-３１１２・北海道網走市北浜・きたはま

　　０９３-００５１・北海道網走市北一条東・きた１じようひがじ

　　０９３-００７１・北海道網走市北一条西・きた１じようにじ

　　０９３-００５２・北海道網走市北二条東・きた２じようひがじ

　　０９３-００７２・北海道網走市北二条西・きた２じようにじ

　　０９３-００５３・北海道網走市北三条東・きた３じようひがじ

　　０９３-００７３・北海道網走市北三条西・きた３じようにじ

　　０９３-００５４・北海道網走市北四条東・きた４じようひがじ

　　０９３-００７４・北海道網走市北四条西・きた４じようにじ

　　０９３-００５５・北海道網走市北五条東・きた５じようひがじ

　　０９３-００７５・北海道網走市北五条西・きた５じようにじ

　　０９３-００５６・北海道網走市北六条東・きた６じようひがじ

　　０９３-００７６・北海道網走市北六条西・きた６じようにじ

　　０９３-００５７・北海道網走市北七条東・きた７じようひがじ

　　０９３-００７７・北海道網走市北七条西・きた７じようにじ

　　０９３-００５８・北海道網走市北八条東・きた８じようひがじ

　　０９３-００７８・北海道網走市北八条西・きた８じようにじ

　　０９３-００５９・北海道網走市北九条東・きた９じようひがじ

　　０９３-００７９・北海道網走市北九条西・きた９じようにじ

　　０９３-００６０・北海道網走市北十条東・きた１０じようひがじ

　　０９３-００８０・北海道網走市北十条西・きた１０じようにじ

　　０９３-００６１・北海道網走市北十一条東・きた１１じようひがじ

　　０９３-００８１・北海道網走市北十一条西・きた１１じようにじ

　　０９３-００６２・北海道網走市北十二条東・きた１２じようひがじ

　　０９３-００８２・北海道網走市北十二条西・きた１２じようにじ

　　０９９-３５０４・北海道網走市清浦・きようら

　　０９３-００８４・北海道網走市向陽ケ丘・こうようがおか

　　０９３-０１３４・北海道網走市越歳・こしとじ

　　０９３-００３５・北海道網走市駒場南・こまはﾞみなみ

　　０９３-００３３・北海道網走市駒場北・こまはﾞきた

　　０９９-３５０３・北海道網走市栄・さかえ

　　０９３-００８８・北海道網走市三眺・さんちよう

　　０９３-００４２・北海道網走市潮見・しおみ

　　０９９-３１１７・北海道網走市昭和・しようわ

　　０９３-００４６・北海道網走市新町・しんまち

　　０９３-００３１・北海道網走市台町・だいまち

　　０９３-００３４・北海道網走市つくしケ丘・つくしがおか

　　０９３-００４４・北海道網走市天都山・てんとざん

　　０９９-３１１８・北海道網走市豊郷・とよさと

　　０９９-２４２４・北海道網走市中園・なかぞの

　　０９３-００４３・北海道網走市錦町・にしきまち

　　０９３-０２４１・北海道網走市能取・のとり

　　０９３-０１３１・北海道網走市能取港町・のとろみなとまち

　　０９９-２４２３・北海道網走市東網走・ひがしあはﾞしり

　　０９３-００８６・北海道網走市二ツ岩・ふたついわ

　　０９３-０１３２・北海道網走市二見ケ岡・ふたみがおか

　　０９３-００９０・北海道網走市文化・ぶんか



　　０９３-０１３６・北海道網走市平和・へいわ

　　０９９-３１１９・北海道網走市鱒浦・ますうら

　　０９９-３１１４・北海道網走市丸万・まるまん

　　０９３-００８７・北海道網走市美岬・みさき

　　０９９-３１１３・北海道網走市実豊・みとよ

　　０９３-００８９・北海道網走市緑町・みどりまち

　　０９３-００３２・北海道網走市港町・みなとまち

　　０９３-０００１・北海道網走市南一条東・みなみ１じようひがじ

　　０９３-００１１・北海道網走市南一条西・みなみ１じようにじ

　　０９３-０００２・北海道網走市南二条東・みなみ２じようひがじ

　　０９３-００１２・北海道網走市南二条西・みなみ２じようにじ

　　０９３-０００３・北海道網走市南三条東・みなみ３じようひがじ

　　０９３-００１３・北海道網走市南三条西・みなみ３じようにじ

　　０９３-０００４・北海道網走市南四条東・みなみ４じようひがじ

　　０９３-００１４・北海道網走市南四条西・みなみ４じようにじ

　　０９３-０００５・北海道網走市南五条東・みなみ５じようひがじ

　　０９３-００１５・北海道網走市南五条西・みなみ５じようにじ

　　０９３-０００６・北海道網走市南六条東・みなみ６じようひがじ

　　０９３-００１６・北海道網走市南六条西・みなみ６じようにじ

　　０９３-０００７・北海道網走市南七条東・みなみ７じようひがじ

　　０９３-００１７・北海道網走市南七条西・みなみ７じようにじ

　　０９３-０００８・北海道網走市南八条東・みなみ８じようひがじ

　　０９３-００１８・北海道網走市南八条西・みなみ８じようにじ

　　０９３-０００９・北海道網走市南九条東・みなみ９じようひがじ

　　０９３-００１９・北海道網走市南九条西・みなみ９じようにじ

　　０９３-００１０・北海道網走市南十条東・みなみ１０じようひがじ

　　０９３-００２０・北海道網走市南十条西・みなみ１０じようにじ

　　０９３-００２１・北海道網走市南十一条西・みなみ１１じようにじ

　　０９３-００２２・北海道網走市南十二条西・みなみ１２じようにじ

　　０９３-００２３・北海道網走市南十三条西・みなみ１３じようにじ

　　０９３-００２４・北海道網走市南十四条西・みなみ１４じようにじ

　　０９３-００８５・北海道網走市明治・めいじ

　　０９９-３１１１・北海道網走市藻琴・もこと

　　０９９-２４２２・北海道網走市八坂・やさか

　　０９９-３１１６・北海道網走市山里・やまさと

　　０９９-２４２１・北海道網走市呼人・よびと

　　０７７-００００・北海道留萌市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０７７-００４１・北海道留萌市明元町・あけもとちよう

　　０７７-００４３・北海道留萌市旭町・あさひまち

　　０７７-００２３・北海道留萌市五十嵐町・いがらしちよう

　　０７７-００２６・北海道留萌市泉町・いずみちよう

　　０７７-００４８・北海道留萌市大町・おおまち

　　０７７-００１２・北海道留萌市大和田・おおわだ

　　０７７-００３７・北海道留萌市沖見町・おきみちよう

　　０７７-００４２・北海道留萌市開運町・かいうんちよう

　　０７７-０００３・北海道留萌市春日町・かすがちよう

　　０７７-００３８・北海道留萌市寿町・ことぶきちよう

　　０７７-００３１・北海道留萌市幸町・さいわいちよう

　　０７７-０００７・北海道留萌市栄町・さかえまち

　　０７７-０００１・北海道留萌市三泊町・さんどまりちよう

　　０７７-０００２・北海道留萌市塩見町・しおみちよう

　　０７７-００１１・北海道留萌市東雲町・しののめちよう

　　０７７-０００６・北海道留萌市末広町・すえひろちよう

　　０７７-００２７・北海道留萌市住之江町・すみのえちよう

　　０７７-００４７・北海道留萌市瀬越町・せごしちよう

　　０７７-００２１・北海道留萌市高砂町・たかさごちよう

　　０７８-３１６７・北海道留萌市樽真布町・たるまつふﾟちよう

　　０７７-００２４・北海道留萌市千鳥町・ちどりちよう

　　０７７-００１３・北海道留萌市潮静・ちようせい

　　０７８-３１６６・北海道留萌市中幌町・なかほろちよう

　　０７７-００４４・北海道留萌市錦町・にしきまち

　　０７７-００２５・北海道留萌市野本町・のもとちよう

　　０７７-００２８・北海道留萌市花園町・はなぞのちよう

　　０７７-００３６・北海道留萌市浜中町・はまなかちよう

　　０７８-３１６２・北海道留萌市東幌町・ひがしほろちよう

　　０７８-３１６５・北海道留萌市藤山町・ふじやまちよう

　　０７７-０００５・北海道留萌市船場町・ふなはﾞちよう

　　０７７-００３４・北海道留萌市平和台・へいわだい

　　０７７-００２２・北海道留萌市堀川町・ほりかわちよう

　　０７８-３１６８・北海道留萌市幌糠町・ほろぬかちよう



　　０７７-００４５・北海道留萌市本町・ほんちよう

　　０７７-００１５・北海道留萌市緑ケ丘町・みどりがおかちよう

　　０７７-００４６・北海道留萌市港町・みなとまち

　　０７８-３１６３・北海道留萌市南幌町・みなみほろちよう

　　０７７-００１４・北海道留萌市南町・みなみまち

　　０７７-００３３・北海道留萌市見晴町・みはらしちよう

　　０７７-００３２・北海道留萌市宮園町・みやぞのちよう

　　０７７-００１６・北海道留萌市元川町・もとかわちよう

　　０７７-０００４・北海道留萌市元町・もとまち

　　０７８-３１６１・北海道留萌市留萌村（峠下）・るもいむら(とうげした)

　　０７８-３１６４・北海道留萌市留萌村（幌糠）・るもいむら(ほろぬか)

　　０７７-００１３・・ るもいげんや・ 北海道留萌市留萌原野（１～１２線）

　　０７８-３１６５・北海道留萌市留萌原野（その他）・るもいげんや(そのた)

　　０７７-００３５・北海道留萌市礼受町・れうけちよう

　　０５３-００００・北海道苫小牧市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０５３-０８０７・北海道苫小牧市青葉町・あおはﾞちよう

　　０５３-００５４・北海道苫小牧市明野新町・あけのしんまち

　　０５３-００５１・北海道苫小牧市明野元町・あけのもとまち

　　０５９-１３６６・北海道苫小牧市あけぼの町（１丁目）・あけほﾞのちよう

　　０５９-１３６６・北海道苫小牧市あけぼの町（２丁目）・あけほﾞのちよう

　　０５３-００５６・北海道苫小牧市あけぼの町（３～５丁目）・あけほﾞのちよう

　　０５３-００１８・北海道苫小牧市旭町・あさひまち

　　０５３-０８１２・北海道苫小牧市有明町・ありあけちよう

　　０５３-００４７・北海道苫小牧市泉町・いずみちよう

　　０５９-１３７５・北海道苫小牧市一本松町（１～５)・いつほﾟんまつちよう

　　０５３-０００１・北海道苫小牧市一本松町（６～１５)・いつほﾟんまつちよう

　　０５３-０８１４・北海道苫小牧市糸井・いとい

　　０５３-０００３・北海道苫小牧市入船町・いりふねちよう

　　０５９-１３６５・北海道苫小牧市植苗・うえなえ

　　０５３-０８４２・北海道苫小牧市有珠の沢町・うすのさわちよう

　　０５９-１３０６・北海道苫小牧市ウトナイ北・うとないきた

　　０５９-１３０７・北海道苫小牧市ウトナイ南・うとないみなみ

　　０５３-０８１５・北海道苫小牧市永福町・えいふくちよう

　　０５３-００２７・北海道苫小牧市王子町・おうじまち

　　０５３-００２４・北海道苫小牧市大町・おおまち

　　０５３-００４４・北海道苫小牧市音羽町・おとわちよう

　　０５３-００２２・北海道苫小牧市表町・おもてまち

　　０５３-０８２３・北海道苫小牧市柏木町・かしわぎちよう

　　０５９-１３６２・北海道苫小牧市柏原・かしわはﾞら

　　０５３-００３１・北海道苫小牧市春日町・かすがちよう

　　０５３-０８２２・北海道苫小牧市川沿町・かわぞえちよう

　　０５３-００３３・北海道苫小牧市木場町・きはﾞちよう

　　０５９-１２６６・北海道苫小牧市錦西町・きんせいちよう

　　０５３-０８５４・北海道苫小牧市啓北町・けいほくちよう

　　０５３-０８１３・北海道苫小牧市小糸井町・こいといちよう

　　０５３-０８１１・北海道苫小牧市光洋町・こうようちよう

　　０５３-００１６・北海道苫小牧市寿町・ことぶきちよう

　　０５３-００２６・北海道苫小牧市幸町・さいわいちよう

　　０５３-００１７・北海道苫小牧市栄町・さかえまち

　　０５３-０８３２・北海道苫小牧市桜木町・さくらぎちよう

　　０５３-０８４３・北海道苫小牧市桜坂町・さくらざかちよう

　　０５３-００４２・北海道苫小牧市三光町・さんこうちよう

　　０５３-００１２・北海道苫小牧市汐見町・しおみちよう

　　０５９-１３６３・北海道苫小牧市静川・しずかわ

　　０５３-００３４・北海道苫小牧市清水町・しみずちよう

　　０５３-０８２１・北海道苫小牧市しらかば町・しらかはﾞちよう

　　０５３-０８０１・北海道苫小牧市白金町・しろがねちよう

　　０５３-００５２・北海道苫小牧市新開町・しんかいちよう

　　０５３-０８０５・北海道苫小牧市新富町・しんとみちよう

　　０５３-０００６・北海道苫小牧市新中野町・しんなかのちよう

　　０５３-００５５・北海道苫小牧市新明町・しんめいちよう

　　０５３-００１１・北海道苫小牧市末広町・すえひろちよう

　　０５９-１２７１・北海道苫小牧市澄川町・すみかわちよう

　　０５３-００４６・北海道苫小牧市住吉町・すみよしちよう

　　０５９-１２６３・北海道苫小牧市青雲町・せいうんちよう

　　０５３-０８０６・北海道苫小牧市大成町・たいせいちよう

　　０５３-００３５・北海道苫小牧市高丘・たかおか

　　０５３-００１３・北海道苫小牧市高砂町・たかさごちよう

　　０５９-１３０２・北海道苫小牧市拓勇西町・たくゆうにしまち

　　０５９-１３０３・北海道苫小牧市拓勇東町・たくゆうひがしまち



　　０５９-１２６５・北海道苫小牧市樽前・たるまえ

　　０５９-１３０１・北海道苫小牧市東開町・とうかいちよう

　　０５９-１２６１・北海道苫小牧市ときわ町・ときわちよう

　　０５３-０８３１・北海道苫小牧市豊川町・とよかわちよう

　　０５９-１２７５・北海道苫小牧市錦岡・にしきおか

　　０５３-００２３・北海道苫小牧市錦町・にしきまち

　　０５３-０８３３・北海道苫小牧市日新町・につしんちよう

　　０５９-１３６４・北海道苫小牧市沼ノ端・ぬまのはた

　　０５９-１３０５・北海道苫小牧市沼ノ端中央・ぬまのはたちゆうおう

　　０５９-１２７２・北海道苫小牧市のぞみ町・のぞみちよう

　　０５３-０８５３・北海道苫小牧市花園町・はなぞのちよう

　　０５３-００１４・北海道苫小牧市浜町・はまちよう

　　０５３-０８４５・北海道苫小牧市はまなす町（１丁目）・はまなすちよう

　　０５９-１２７６・北海道苫小牧市はまなす町（２丁目）・はまなすちよう

　　０５９-１３７４・北海道苫小牧市晴海町（１～４２)・はるみちよう

　　０５３-０００２・北海道苫小牧市晴海町（４３)・はるみちよう

　　０５３-００４３・北海道苫小牧市日の出町・ひのでちよう

　　０５３-０８１６・北海道苫小牧市日吉町・ひよしちよう

　　０５３-００４５・北海道苫小牧市双葉町・ふたはﾞちよう

　　０５３-０００７・北海道苫小牧市船見町・ふなみちよう

　　０５９-１３７１・北海道苫小牧市弁天・べんてん

　　０５９-１３０４・北海道苫小牧市北栄町・ほくえいちよう

　　０５９-１２７７・北海道苫小牧市北星町・ほくせいちよう

　　０５３-０８５２・北海道苫小牧市北光町・ほつこうちよう

　　０５３-００１５・北海道苫小牧市本幸町・ほんこうちよう

　　０５３-００２５・北海道苫小牧市本町・ほんちよう

　　０５９-１３７３・北海道苫小牧市真砂町・まさごちよう

　　０５３-０８４１・北海道苫小牧市松風町・まつかぜちよう

　　０６６-０２７１・北海道苫小牧市丸山・まるやま

　　０５９-１３６１・北海道苫小牧市美沢・みさわ

　　０５３-００４１・北海道苫小牧市美園町・みそのちよう

　　０５３-００３２・北海道苫小牧市緑町・みどりまち

　　０５３-０００４・北海道苫小牧市港町・みなとまち

　　０５９-１２６２・北海道苫小牧市美原町・みはらまち

　　０５３-０８４４・北海道苫小牧市宮の森町・みやのもりちよう

　　０５９-１２６４・北海道苫小牧市宮前町・みやまえちよう

　　０５３-０８５５・北海道苫小牧市見山町・みやまちよう

　　０５９-１２７３・北海道苫小牧市明徳町・めいとくちよう

　　０５９-１２７４・北海道苫小牧市もえぎ町・もえぎちよう

　　０５３-０００５・北海道苫小牧市元中野町・もとなかのちよう

　　０５３-０８０４・北海道苫小牧市元町・もとまち

　　０５３-０８０３・北海道苫小牧市矢代町・やしろちよう

　　０５３-００５３・北海道苫小牧市柳町・やなぎまち

　　０５３-０８５１・北海道苫小牧市山手町・やまてちよう

　　０５３-０８０２・北海道苫小牧市弥生町・やよいちよう

　　０５９-１３７２・北海道苫小牧市勇払・ゆうふつ

　　０５３-００２１・北海道苫小牧市若草町・わかくさちよう

　　０９７-００００・北海道稚内市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０９７-００１５・北海道稚内市朝日・あさひ

　　０９７-００２５・北海道稚内市恵比須・えびす

　　０９７-００２３・北海道稚内市開運・かいうん

　　０９８-６６４２・北海道稚内市声問（１～５丁目）・こえとい(１-５)

　　０９８-６５６５・北海道稚内市声問村（曙）・こえといむら(あけほﾞの)

　　０９８-６５７２・北海道稚内市声問村（開進）・こえといむら(かいしん)

　　０９８-６５６１・北海道稚内市声問村（樺岡）・こえといむら(かはﾞおか)

　　０９８-６５６２・北海道稚内市声問村（上声問）・こえといむら(かみこえとい)

　　０９８-６５７４・北海道稚内市声問村（上豊別）・こえといむら(かみとよべつ)

　　０９８-６５６４・北海道稚内市声問村（川西）・こえといむら(かわにし)

　　０９８-６５７６・北海道稚内市声問村（川南）・こえといむら(かわみなみ)

　　０９８-６６４５・北海道稚内市声問村（恵北）・こえといむら(けいほく)

　　０９８-６６４２・北海道稚内市声問村（声問）・こえといむら(こえとい)

　　０９８-４５８２・北海道稚内市声問村（更喜苫内）・こえといむら(さらきとまない)

　　０９８-６５７３・北海道稚内市声問村（下豊別）・こえといむら(しもとよべつ)

　　０９８-６５７５・北海道稚内市声問村（天興）・こえといむら(てんこう)

　　０９８-６５６３・北海道稚内市声問村（沼川）・こえといむら(ぬまかわ)

　　０９８-６５７１・北海道稚内市声問村（曲渕）・こえといむら(まがりふち)

　　０９８-６６４３・北海道稚内市声問村（メクマ）・こえといむら(めくま)

　　０９７-０００３・北海道稚内市こまどり・こまどり

　　０９７-００１７・北海道稚内市栄・さかえ

　　０９７-０００２・北海道稚内市潮見・しおみ



　　０９７-００１４・北海道稚内市新光町・しんこうちよう

　　０９７-０００７・北海道稚内市新末広・しんすえひろ

　　０９７-０００６・北海道稚内市新港町・しんみなとちよう

　　０９７-０００１・北海道稚内市末広・すえひろ

　　０９８-６７５８・北海道稚内市宗谷岬・そうやみさき

　　０９８-６７５４・北海道稚内市宗谷村（清浜）・そうやむら(きよはま)

　　０９８-６７５５・北海道稚内市宗谷村（宗谷）・そうやむら(そうや)

　　０９８-６７５６・北海道稚内市宗谷村（富磯）・そうやむら(とみいそ)

　　０９８-６７５１・北海道稚内市宗谷村（豊岩）・そうやむら(とよいわ)

　　０９８-６３８５・北海道稚内市宗谷村（東浦）・そうやむら(ひがしうら)

　　０９８-６６４４・北海道稚内市宗谷村（増幌）・そうやむら(ますほろ)

　　０９８-６７５７・北海道稚内市宗谷村（増幌浜）・そうやむら(ますほろはま)

　　０９８-６３８４・北海道稚内市宗谷村（峰岡）・そうやむら(みねおか)

　　０９７-０００５・北海道稚内市大黒・だいこく

　　０９７-００２２・北海道稚内市中央・ちゆうおう

　　０９７-００１２・北海道稚内市富岡・とみおか

　　０９７-００３７・北海道稚内市西浜・にしはま

　　０９７-００２６・北海道稚内市ノシャップ・のしやつふﾟ

　　０９７-００１６・北海道稚内市萩見・はぎみ

　　０９８-４５８１・北海道稚内市抜海村（上勇知)・はﾞつかいむら(かみゆうち)

　　０９８-４５８１・北海道稚内市抜海村（下勇知)・(はﾞつかいむら(しもゆうち)

　　０９８-４５８１・北海道稚内市抜海村（夕来)・(はﾞつかいむら(かみゆうち(ゆうくる)

　　０９８-４５８１・北海道稚内市抜海村（オネトマナイ）・はﾞつかいむら

　　０９７-００３６・北海道稚内市抜海村（クトネベツ）・はﾞつかいむら

　　０９７-００３５・北海道稚内市抜海村（バッカイ）・はﾞつかいむら

　　０９７-００１１・北海道稚内市はまなす・はまなす

　　０９７-００２７・北海道稚内市富士見・ふじみ

　　０９７-００２４・北海道稚内市宝来・ほうらい

　　０９７-０００４・北海道稚内市緑・みどり

　　０９７-００２１・北海道稚内市港・みなと

　　０９７-００１３・北海道稚内市若葉台・わかはﾞだい

　　０７２-００００・北海道美唄市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０７２-００４４・北海道美唄市一心町・いつしんちよう

　　０７２-００２３・北海道美唄市大通西一条南・おおどおりにし１じようみなみ

　　０７２-００２１・北海道美唄市大通西一条北・おおどおりにし１じようきた

　　０７２-００１１・北海道美唄市大通東一条南・おおどおりひがし１じようみなみ

　　０７２-０００１・北海道美唄市大通東一条北・おおどおりひがし１じようきた

　　０７２-０８３５・北海道美唄市落合町入初・おちあいちよういりそめ

　　０７２-０８３１・北海道美唄市落合町栄町・おちあいちようさかえまち

　　０７２-０８３４・北海道美唄市落合町住吉・おちあいちようすみよじ

　　０７２-０８３２・北海道美唄市落合町本町・おちあいちようほんちよう

　　０７２-０８３３・北海道美唄市落合町緑が丘・おちあいちようみどりがおか

　　０７２-００４７・北海道美唄市開発町親和・かいはつちようしんわ

　　０７２-００４５・北海道美唄市開発町南・かいはつちようみなみ

　　０７２-００４６・北海道美唄市開発町北・かいはつちようきた

　　０７２-００５１・北海道美唄市上美唄町・かみびはﾞいちよう

　　０７９-０１７７・北海道美唄市上美唄町（協和)・かみびはﾞいちよう(きようわ)

　　０７９-０１７７・北海道美唄市上美唄町（南）・かみびはﾞいちよう(みなみ)

　　０７２-００５３・北海道美唄市上美唄町中央・かみびはﾞいちようちゆうおう

　　０７２-００５４・北海道美唄市上美唄町沼の端・かみびはﾞいちようぬまのはた

　　０７２-００５２・北海道美唄市上美唄町東・かみびはﾞいちようひがじ

　　０７２-０８５７・北海道美唄市我路町菊水・がろちようきくすい

　　０７２-０８５５・北海道美唄市我路町公園通り・がろちようこうえんどおり

　　０７２-０８５６・北海道美唄市我路町新町・がろちようしんまち

　　０７２-０８５１・北海道美唄市我路町一条・がろちよう１じよう

　　０７２-０８５２・北海道美唄市我路町二条・がろちよう２じよう

　　０７２-０８５３・北海道美唄市我路町三条・がろちよう３じよう

　　０７２-０８５４・北海道美唄市我路町四条・がろちよう４じよう

　　０７２-０００９・北海道美唄市癸巳町・きしちよう

　　０７２-０００８・北海道美唄市癸巳町奔美唄・きしちようほﾟんびはﾞい

　　０７９-０２７４・北海道美唄市北美唄町・きたびはﾞいちよう

　　０７２-０８１９・北海道美唄市共練町東・きようれんちようひがじ

　　０７２-０８１９・北海道美唄市共練町西・きようれんちようにじ

　　０７９-０１６５・北海道美唄市光珠内上中の沢・こうしうないかみなかのさわ

　　０７９-０１６４・北海道美唄市光珠内下中の沢・こうしうないしもなかのさわ

　　０７９-０１６２・北海道美唄市光珠内北・こうしゆないきた

　　０７９-０１６１・北海道美唄市光珠内拓北・こうしゆないたくほく

　　０７９-０１７１・北海道美唄市光珠内中央・こうしゆないちゆうおう

　　０７９-０１６６・北海道美唄市光珠内東山・こうしゆないひがしやま

　　０６８-２１８１・北海道美唄市光珠内町南（２７９４－１２)・みなみ



　　０７９-０１６７・北海道美唄市光珠内町南（その他）・みなみ(そのた)

　　０７２-００４２・北海道美唄市進徳町・しんとくちよう

　　０７２-００４１・北海道美唄市進徳町東・しんとくちようひがじ

　　０７２-００４３・北海道美唄市進徳町西・しんとくちようにじ

　　０７９-０２６１・北海道美唄市茶志内町・ちやしないちよう

　　０７９-０２６７・北海道美唄市茶志内町協和・ちやしないちようきようわ

　　０７９-０２６６・北海道美唄市茶志内町本町・ちやしないちようほんちよう

　　０７２-０８０８・北海道美唄市東明町・とうめいちよう

　　０７２-０８０３・北海道美唄市東明一条・とうめい１じよう

　　０７２-０８０４・北海道美唄市東明二条・とうめい２じよう

　　０７２-０８０５・北海道美唄市東明三条・とうめい３じよう

　　０７２-０８０６・北海道美唄市東明四条・とうめい４じよう

　　０７２-０８０７・北海道美唄市東明五条・とうめい５じよう

　　０７９-０１７６・北海道美唄市豊葦町・とよあしちよう

　　０７９-０２７２・北海道美唄市中村町中央・なかむらちようちゆうおう

　　０７９-０２７１・北海道美唄市中村町南・なかむらちようみなみ

　　０７９-０２７３・北海道美唄市中村町北・なかむらちようきた

　　０７２-００５７・北海道美唄市西美唄町大曲・にしびはﾞいちようおおまがり

　　０７２-００５８・北海道美唄市西美唄町富樫・にしびはﾞいちようとがじ

　　０７２-００５５・北海道美唄市西美唄町元村・にしびはﾞいちようもとむら

　　０７２-００５９・北海道美唄市西美唄町元村美富・にしびはﾞいちようもとむらみとみ

　　０７２-００５６・北海道美唄市西美唄町山形・にしびはﾞいちようやまがた

　　０７２-００２４・北海道美唄市西一条南・にし１じようみなみ

　　０７２-００２２・北海道美唄市西一条北・にし１じようきた

　　０７２-００２５・北海道美唄市西二条南・にし２じようみなみ

　　０７２-００３１・北海道美唄市西二条北・にし２じようきた

　　０７２-００２６・北海道美唄市西三条南・にし３じようみなみ

　　０７２-００３２・北海道美唄市西三条北・にし３じようきた

　　０７２-００２７・北海道美唄市西四条南・にし４じようみなみ

　　０７２-００３３・北海道美唄市西四条北・にし４じようきた

　　０７２-００２８・北海道美唄市西五条南・にし５じようみなみ

　　０７２-００３４・北海道美唄市西五条北・にし５じようきた

　　０７９-０２６２・北海道美唄市日東町栄町・につとうちようさかえまち

　　０７９-０２６３・北海道美唄市日東町住吉・につとうちようすみよじ

　　０７９-０２６５・北海道美唄市日東町富の郷・につとうちようとみのごう

　　０７９-０２６４・北海道美唄市日東町本町・につとうちようほんちよう

　　０７２-００３７・北海道美唄市沼の内町北・ぬまのうちちようきた

　　０７２-００３５・北海道美唄市沼の内町中央・ぬまのうちちようちゆうおう

　　０７２-００３８・北海道美唄市沼の内町西・ぬまのうちちようにじ

　　０７２-００３６・北海道美唄市沼の内町南・ぬまのうちちようみなみ

　　０７２-０８４４・北海道美唄市盤の沢町桜が丘・はﾞんのさわちようさくらがおか

　　０７２-０８４３・北海道美唄市盤の沢町高台・はﾞんのさわちようたかだい

　　０７２-０８４１・北海道美唄市盤の沢町滝の上・はﾞんのさわちようたきのうえ

　　０７２-０８４２・北海道美唄市盤の沢町本町・はﾞんのさわちようほんちよう

　　０７２-００１２・北海道美唄市東一条南・ひがし１じようみなみ

　　０７２-０００２・北海道美唄市東一条北・ひがし１じようきた

　　０７２-００１３・北海道美唄市東二条南・ひがし２じようみなみ

　　０７２-０００３・北海道美唄市東二条北・ひがし２じようきた

　　０７２-００１４・北海道美唄市東三条南・ひがし３じようみなみ

　　０７２-０００４・北海道美唄市東三条北・ひがし３じようきた

　　０７２-００１５・北海道美唄市東四条南・ひがし４じようみなみ

　　０７２-０００５・北海道美唄市東四条北・ひがし４じようきた

　　０７２-００１６・北海道美唄市東五条南・ひがし５じようみなみ

　　０７２-０００６・北海道美唄市東五条北・ひがし５じようきた

　　０７２-００１７・北海道美唄市東六条南・ひがし６じようみなみ

　　０７２-０００７・北海道美唄市東六条北・ひがし６じようきた

　　０７２-０８１１・北海道美唄市東七条南・ひがし７じようみなみ

　　０７２-０８０１・北海道美唄市東七条北・ひがし７じようきた

　　０７２-０８１２・北海道美唄市東八条南・ひがし８じようみなみ

　　０７２-０８０２・北海道美唄市東八条北・ひがし８じようきた

　　０７２-０８１３・北海道美唄市南美唄町旭町・みなみびはﾞいちようあさひまち

　　０７２-０８２２・北海道美唄市南美唄町大通り・みなみびはﾞいちようおおどおり

　　０７２-０８２１・北海道美唄市南美唄町上・みなみびはﾞいちようかみ

　　０７２-０８１７・北海道美唄市南美唄町北町・みなみびはﾞいちようきたまち

　　０７２-０８２６・北海道美唄市南美唄町栄町南・みなみびはﾞいちようさかえまちみなみ

　　０７２-０８２７・北海道美唄市南美唄町栄町北・みなみびはﾞいちようさかえまちきた

　　０７２-０８２５・北海道美唄市南美唄町桜井町・みなみびはﾞいちようさくらいちよう

　　０７２-０８２３・北海道美唄市南美唄町下・みなみびはﾞいちようしも

　　０７２-０８２４・北海道美唄市南美唄町新富町・みなみびはﾞいちようしんとみちよう

　　０７２-０８１８・北海道美唄市南美唄町中央通り・みなみびはﾞいちようちゆうおうどおり



　　０７２-０８１６・北海道美唄市南美唄町仲町・みなみびはﾞいちようなかまち

　　０７２-０８２８・北海道美唄市南美唄町西町・みなみびはﾞいちようにしまち

　　０７２-０８１５・北海道美唄市南美唄町南町・みなみびはﾞいちようみなみまち

　　０７２-０８１４・北海道美唄市南美唄町山の手・みなみびはﾞいちようやまのて

　　０７９-０１７３・北海道美唄市峰延町公園・みねのぶちようこうえん

　　０７９-０１７２・北海道美唄市峰延町東・みねのぶちようひがじ

　　０７９-０１７４・北海道美唄市峰延町本町・みねのぶちようほんちよう

　　０７９-０１７５・北海道美唄市峰延町峰樺・みねのぶちようみねかはﾞ

　　０７５-００００・北海道芦別市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０７５-０１６５・北海道芦別市青木沢・あおきさわ

　　０７５-００３６・北海道芦別市旭町・あさひちよう

　　０７５-００３５・北海道芦別市旭町油谷・あさひまちゆや

　　０７６-００８１・北海道芦別市泉・いずみ

　　０７９-１３７１・北海道芦別市上芦別町・かみあしべつちよう

　　０７５-０１６６・北海道芦別市川岸・かわぎじ

　　０７５-００１１・北海道芦別市北一条東・きた１じようひがじ

　　０７５-０００１・北海道芦別市北一条西・きた１じようにじ

　　０７５-００１２・北海道芦別市北二条東・きた２じようひがじ

　　０７５-０００２・北海道芦別市北二条西・きた２じようにじ

　　０７５-００１３・北海道芦別市北三条東・きた３じようひがじ

　　０７５-０００３・北海道芦別市北三条西・きた３じようにじ

　　０７５-００１４・北海道芦別市北四条東・きた４じようひがじ

　　０７５-０００４・北海道芦別市北四条西・きた４じようにじ

　　０７５-００１５・北海道芦別市北五条東・きた５じようひがじ

　　０７５-０００５・北海道芦別市北五条西・きた５じようにじ

　　０７５-００１６・北海道芦別市北六条東・きた６じようひがじ

　　０７５-０００６・北海道芦別市北六条西・きた６じようにじ

　　０７５-０００７・北海道芦別市北七条西・きた７じようにじ

　　０７５-０２５２・北海道芦別市黄金町・こがねちよう

　　０７５-０２５１・北海道芦別市新城町・しんじようちよう

　　０７５-００１９・北海道芦別市高根町・たかねちよう

　　０７５-００１８・北海道芦別市常磐町・ときわちよう

　　０７５-０２５４・北海道芦別市豊岡・とよおか

　　０７５-０２５３・北海道芦別市豊岡町・とよおかちよう

　　０７５-０１６７・北海道芦別市中の丘町・なかのおかちよう

　　０７５-０１６１・北海道芦別市西芦別町・にしあしべつちよう

　　０７９-１３７２・北海道芦別市野花南町・のかなんちよう

　　０７５-０１６２・北海道芦別市東頼城町・ひがしらいじようちよう

　　０７５-００１７・北海道芦別市福住町・ふくずみちよう

　　０７５-００３４・北海道芦別市幌内・ほろない

　　０７５-００４１・北海道芦別市本町・ほんちよう

　　０７５-００３１・北海道芦別市南一条東・みなみ１じようひがじ

　　０７５-００２１・北海道芦別市南一条西・みなみ１じようにじ

　　０７５-００３２・北海道芦別市南二条東・みなみ２じようひがじ

　　０７５-００３３・北海道芦別市南三条東・みなみ３じようひがじ

　　０７５-０１６４・北海道芦別市頼城町・らいじようちよう

　　０７５-０１６３・北海道芦別市緑泉町・ろくせんちよう

　　０６７-００００・北海道江別市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０６７-００１１・北海道江別市１条・１じよう

　　０６７-００１２・北海道江別市２条・２じよう

　　０６７-００１３・北海道江別市３条・３じよう

　　０６７-００１４・北海道江別市４条・４じよう

　　０６７-００１５・北海道江別市５条・５じよう

　　０６７-００１６・北海道江別市６条・６じよう

　　０６７-００１７・北海道江別市７条・７じよう

　　０６７-００１８・北海道江別市８条・８じよう

　　０６７-００２５・北海道江別市あけぼの町・あけほﾞのちよう

　　０６９-０８２６・北海道江別市あさひが丘・あさひがおか

　　０６７-００２４・北海道江別市朝日町・あさひちよう

　　０６７-００３４・北海道江別市いずみ野・いずみの

　　０６７-００７２・北海道江別市一番町・いちはﾞんちよう

　　０６７-００２２・北海道江別市江別太・えべつぶと

　　０６７-０００１・北海道江別市王子・おうじ

　　０６９-０８４５・北海道江別市大麻・おおあさ

　　０６９-０８６４・北海道江別市大麻泉町・おおあさいずみちよう

　　０６９-０８４３・北海道江別市大麻扇町・おおあさおうぎまち

　　０６９-０８６１・北海道江別市大麻北町・おおあさきたまち

　　０６９-０８６２・北海道江別市大麻栄町・おおあささかえまち

　　０６９-０８４６・北海道江別市大麻桜木町・おおあささくらぎちよう

　　０６９-０８４２・北海道江別市大麻沢町・おおあささわまち



　　０６９-０８６３・北海道江別市大麻新町・おおあさしんまち

　　０６９-０８５１・北海道江別市大麻園町・おおあさそのまち

　　０６９-０８５３・北海道江別市大麻高町・おおあさたかまち

　　０６９-０８５４・北海道江別市大麻中町・おおあさなかまち

　　０６９-０８４４・北海道江別市大麻西町・おおあさにしまち

　　０６９-０８６６・北海道江別市大麻晴美町・おおあさはるみちよう

　　０６９-０８５２・北海道江別市大麻東町・おおあさひがしまち

　　０６９-０８４７・北海道江別市大麻ひかり町・おおあさひかりまち

　　０６９-０８６５・北海道江別市大麻南樹町・おおあさみなきちよう

　　０６９-０８５５・北海道江別市大麻宮町・おおあさみやまち

　　０６９-０８４１・北海道江別市大麻元町・おおあさもとまち

　　０６７-００５２・北海道江別市角山・かくやま

　　０６７-００６４・北海道江別市上江別・かみえべつ

　　０６７-００６３・北海道江別市上江別西町・かみえべつにしまち

　　０６７-００６１・北海道江別市上江別東町・かみえべつひがしまち

　　０６７-００６２・北海道江別市上江別南町・かみえべつみなみまち

　　０６７-００５１・北海道江別市工栄町・こうえいちよう

　　０６９-０８１２・北海道江別市幸町・さいわいちよう

　　０６７-００５５・北海道江別市篠津・しのつ

　　０６９-０８０６・北海道江別市新栄台・しんえいだい

　　０６７-００７４・北海道江別市高砂町・たかさごちよう

　　０６９-０８０１・北海道江別市中央町・ちゆうおうちよう

　　０６７-００３３・北海道江別市対雁・ついしかり

　　０６７-００２３・北海道江別市東光町・とうこうちよう

　　０６７-００２１・北海道江別市豊幌・とよほろ

　　０６７-００２６・北海道江別市豊幌花園町・とよほろはなぞのちよう

　　０６７-００２８・北海道江別市豊幌はみんぐ町・とよほろはみんぐちよう

　　０６７-００２７・北海道江別市豊幌美咲町・とよほろみさきちよう

　　０６７-００５３・北海道江別市中島・なかじま

　　０６９-０８１１・北海道江別市錦町・にしきちよう

　　０６９-０８３２・北海道江別市西野幌・にしのつほﾟろ

　　０６９-０８０２・北海道江別市野幌寿町・のつほﾟろことぶきちよう

　　０６９-０８１５・北海道江別市野幌末広町・のつほﾟろすえひろちよう

　　０６９-０８１６・北海道江別市野幌住吉町・のつほﾟろすみよしちよう

　　０６９-０８０３・北海道江別市野幌屯田町・のつほﾟろとんでんちよう

　　０６９-０８２５・北海道江別市野幌東町・のつほﾟろひがしまち

　　０６９-０８１４・北海道江別市野幌松並町・のつほﾟろまつなみちよう

　　０６９-０８０４・北海道江別市野幌美幸町・のつほﾟろみゆきちよう

　　０６９-０８１７・北海道江別市野幌代々木町・のつほﾟろよよぎちよう

　　０６９-０８３１・北海道江別市野幌若葉町・のつほﾟろわかはﾞちよう

　　０６９-０８１３・北海道江別市野幌町・のつほﾟろちよう

　　０６７-００７１・北海道江別市萩ケ岡・はぎがおか

　　０６９-０８２２・北海道江別市東野幌・ひがしのつほﾟろ

　　０６９-０８２１・北海道江別市東野幌町・ひがしのつほﾟろちよう

　　０６９-０８２４・北海道江別市東野幌本町・ひがしのつほﾟろほんちよう

　　０６９-０８３３・北海道江別市文京台・ぶんきようだい

　　０６９-０８３４・北海道江別市文京台東町・ぶんきようだいひがしまち

　　０６９-０８３６・北海道江別市文京台緑町・ぶんきようだいみどりまち

　　０６９-０８３５・北海道江別市文京台南町・ぶんきようだいみなみまち

　　０６７-０００５・北海道江別市牧場町・まきはﾞちよう

　　０６９-０８２３・北海道江別市緑ケ丘・みどりがおか

　　０６７-０００２・北海道江別市緑町西・みどりまちにじ

　　０６７-０００３・北海道江別市緑町東・みどりまちひがじ

　　０６７-００５６・北海道江別市美原・みはら

　　０６７-００４２・北海道江別市見晴台・みはらしだい

　　０６７-００７５・北海道江別市向ケ丘・むこうがおか

　　０６７-００５８・北海道江別市萌えぎ野中央・もえぎのちゆうおう

　　０６７-００５９・北海道江別市萌えぎ野西・もえぎのにじ

　　０６７-００５７・北海道江別市萌えぎ野東・もえぎのひがじ

　　０６７-００３２・北海道江別市元江別・もとえべつ

　　０６７-００４１・北海道江別市元江別本町・もとえべつほんちよう

　　０６９-０８６７・北海道江別市元野幌（１～４４０)・もとのつほﾟろ

　　０６９-０８０５・北海道江別市元野幌（その他）・もとのつほﾟろ(そのた)

　　０６７-００３１・北海道江別市元町・もとまち

　　０６７-００５４・北海道江別市八幡・やはた

　　０６７-００７３・北海道江別市弥生町・やよいちよう

　　０６７-００６５・北海道江別市ゆめみ野東町・ゆめみのひがしまち

　　０６７-００６６・北海道江別市ゆめみ野南町・ゆめみのみなみまち

　　０６７-０００４・北海道江別市若草町・わかくさちよう

　　０７９-１１００・北海道赤平市・以下に不掲載・ いかにふけいさい



　　０７９-１１４３・北海道赤平市赤平・あかびら

　　０７９-１１３４・北海道赤平市泉町・いずみまち

　　０７９-１２７４・北海道赤平市エルム町・えるむちよう

　　０７９-１１４１・北海道赤平市大町・おおまち

　　０７９-１１２１・北海道赤平市北文京町・きたぶんきようちよう

　　０７９-１１０１・北海道赤平市共和町・きようわちよう

　　０７９-１１５４・北海道赤平市幸町・さいわいちよう

　　０７９-１１５２・北海道赤平市桜木町・さくらぎちよう

　　０７９-１１５５・北海道赤平市昭和町・しようわちよう

　　０７９-１１５６・北海道赤平市住吉町・すみよしちよう

　　０７９-１１２４・北海道赤平市豊丘町・とよおかちよう

　　０７９-１１３３・北海道赤平市豊里・とよさと

　　０７９-１１３５・北海道赤平市錦町・にしきまち

　　０７９-１１３１・北海道赤平市西豊里町・にしとよさとちよう

　　０７９-１１２２・北海道赤平市西文京町・にしぶんきようちよう

　　０７９-１１４２・北海道赤平市東大町・ひがしおおまち

　　０７９-１１３２・北海道赤平市東豊里町・ひがしとよさとちよう

　　０７９-１１２３・北海道赤平市東文京町・ひがしぶんきようちよう

　　０７９-１２７２・北海道赤平市百戸町東・ひやつこちようひがじ

　　０７９-１２７３・北海道赤平市百戸町西・ひやつこちようにじ

　　０７９-１２７１・北海道赤平市百戸町北・ひやつこちようきた

　　０７９-１２８７・北海道赤平市平岸桂町・ひらぎしかつらちよう

　　０７９-１２８１・北海道赤平市平岸新光町・ひらぎししんこうちよう

　　０７９-１２８２・北海道赤平市平岸仲町・ひらぎしなかまち

　　０７９-１２８３・北海道赤平市平岸東町・ひらぎしひがしまち

　　０７９-１２８６・北海道赤平市平岸西町・ひらぎしにしまち

　　０７９-１２８４・北海道赤平市平岸南町・ひらぎしみなみまち

　　０７９-１２８５・北海道赤平市平岸曙町・ひらぎしあけほﾞのちよう

　　０７９-１１５３・北海道赤平市豊栄町・ほうえいちよう

　　０７９-１１０２・北海道赤平市幌岡町・ほろおかちよう

　　０７９-１１３６・北海道赤平市本町・ほんちよう

　　０７９-１１４４・北海道赤平市美園町・みそのちよう

　　０７９-１１５１・北海道赤平市宮下町・みやしたちよう

　　０７９-１２６６・北海道赤平市茂尻・もじり

　　０７９-１２６４・北海道赤平市茂尻旭町・もじりあさひまち

　　０７９-１２６２・北海道赤平市茂尻春日町・もじりかすがちよう

　　０７９-１２６６・北海道赤平市茂尻栄町・もじりさかえまち

　　０７９-１２６２・北海道赤平市茂尻新春日町・もじりしんかすがちよう

　　０７９-１２６５・北海道赤平市茂尻新町・もじりしんまち

　　０７９-１２６１・北海道赤平市茂尻中央町南・もじりちゆうおうちようみなみ

　　０７９-１２６１・北海道赤平市茂尻中央町北・もじりちゆうおうちようきた

　　０７９-１２６３・北海道赤平市茂尻本町・もじりほんちよう

　　０７９-１２６４・北海道赤平市茂尻宮下町・もじりみやしたちよう

　　０７９-１２６７・北海道赤平市茂尻元町南・もじりもとまちみなみ

　　０７９-１２６８・北海道赤平市茂尻元町北・もじりもとまちきた

　　０７９-１１１３・北海道赤平市若木町東・わかきちようひがじ

　　０７９-１１１２・北海道赤平市若木町西・わかきちようにじ

　　０７９-１１１４・北海道赤平市若木町南・わかきちようみなみ

　　０７９-１１１１・北海道赤平市若木町北・わかきちようきた

　　０９４-００００・北海道紋別市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０９９-６１３１・北海道紋別市一本松・いつほﾟんまつ

　　０９４-００２１・北海道紋別市大山町・おおやまちよう

　　０９４-０００７・北海道紋別市落石町・おちいしちよう

　　０９４-００３１・北海道紋別市海洋公園・かいようこうえん

　　０９４-００２７・北海道紋別市上鴻之舞・かみこうのまい

　　０９９-５３５４・北海道紋別市上渚滑町・かみしよこつちよう

　　０９９-５３６４・北海道紋別市上渚滑町上古丹・かみしよこつちよううえこたん

　　０９９-５３６２・北海道紋別市上渚滑町奥東・かみしよこつちようおくとう

　　０９９-５３５５・北海道紋別市上渚滑町更生・かみしよこつちようこうせい

　　０９９-５３５１・北海道紋別市上渚滑町下渚滑・かみしよこつちようしもしよこつ

　　０９９-５３６３・北海道紋別市上渚滑町下立牛・かみしよこつちようしもたつうじ

　　０９９-５３５３・北海道紋別市上渚滑町上東・かみしよこつちようじようとう

　　０９９-５３５２・北海道紋別市上渚滑町中渚滑・かみしよこつちようなかしよこつ

　　０９９-５３６５・北海道紋別市上渚滑町中立牛・かみしよこつちようなかたつうじ

　　０９９-５３６１・北海道紋別市上渚滑町和訓辺・かみしよこつちようわくんべ

　　０９４-００２５・北海道紋別市上藻別・かみもべつ

　　０９４-０００１・北海道紋別市北浜町・きたはまちよう

　　０９９-６１３３・北海道紋別市弘道・こうどう

　　０９４-００２６・北海道紋別市鴻之舞・こうのまい

　　０９９-６１３２・北海道紋別市小向・こむかい



　　０９４-０００５・北海道紋別市幸町・さいわいちよう

　　０９４-０００６・北海道紋別市潮見町・しおみちよう

　　０９９-６２４２・北海道紋別市志文・しぶん

　　０９９-５１７１・北海道紋別市渚滑町・しよこつちよう

　　０９９-５１７４・北海道紋別市渚滑町宇津々・しよこつちよううつつ

　　０９９-５１７５・北海道紋別市渚滑町川向・しよこつちようかわむかい

　　０９９-５１７２・北海道紋別市渚滑町元新・しよこつちようもとしん

　　０９９-５１７３・北海道紋別市渚滑町元西・しよこつちようもとにじ

　　０９４-００１２・北海道紋別市新港町・しんこうちよう

　　０９４-００２２・北海道紋別市新生・しんせい

　　０９９-６２４１・北海道紋別市沼の上・ぬまのうえ

　　０９４-００１５・北海道紋別市花園町・はなぞのちよう

　　０９４-０００３・北海道紋別市弁天町・べんてんちよう

　　０９４-０００４・北海道紋別市本町・ほんちよう

　　０９４-０００２・北海道紋別市真砂町・まさごちよう

　　０９４-００１４・北海道紋別市緑町・みどりちよう

　　０９４-００１１・北海道紋別市港町・みなとちよう

　　０９４-００１３・北海道紋別市南が丘町・みなみがおかちよう

　　０９４-００２３・北海道紋別市元紋別・もともんべつ

　　０９４-００２４・北海道紋別市藻別・もべつ

　　０９９-６１３１・北海道紋別市八十士・やそじ

　　０９５-００００・北海道士別市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０９５-０４０３・北海道士別市朝日町岩尾内・あさひちよういわおない

　　０９５-０４０５・北海道士別市朝日町三栄・あさひちようさんえい

　　０９５-０４０１・北海道士別市朝日町中央・あさひちようちゆうおう

　　０９５-０４０２・北海道士別市朝日町登和里・あさひちようとわり

　　０９５-０４０６・北海道士別市朝日町南朝日・あさひちようみなみあさひ

　　０９５-０４０４・北海道士別市朝日町茂志利・あさひちようもしり

　　０９５-００１９・北海道士別市大通東・おおどおりひがじ

　　０９５-００２９・北海道士別市大通西・おおどおりにじ

　　０９５-００３９・北海道士別市大通北・おおどおりきた

　　０９５-０１８１・北海道士別市温根別町・おんねべつちよう

　　０９５-０１８２・北海道士別市温根別町伊文・おんねべつちよういぶん

　　０９５-０１８３・北海道士別市温根別町北静川・おんねべつちようきたしずかわ

　　０９５-００５２・北海道士別市学田・がくでん

　　０９５-０３７１・北海道士別市上士別町・かみしべつちよう

　　０９５-００６４・北海道士別市川西町・かわにしちよう

　　０９５-００５１・北海道士別市北町・きたまち

　　０９５-００６１・北海道士別市下士別町・しもしべつちよう

　　０９５-００５３・北海道士別市新学田・しんがくでん

　　０９８-０４７５・北海道士別市多寄町・たよろちよう

　　０９５-００４３・北海道士別市九十九町・つくもちよう

　　０９５-００６３・北海道士別市中士別町・なかしべつちよう

　　０９５-００５６・北海道士別市西士別町・にししべつちよう

　　０９５-００２１・北海道士別市西一条・にし１じよう

　　０９５-００２２・北海道士別市西二条・にし２じよう

　　０９５-００２３・北海道士別市西三条・にし３じよう

　　０９５-００２４・北海道士別市西四条・にし４じよう

　　０９５-００２５・北海道士別市西五条・にし５じよう

　　０９５-００３１・北海道士別市西一条北・にし１じようきた

　　０９５-００３２・北海道士別市西二条北・にし２じようきた

　　０９５-００３３・北海道士別市西三条北・にし３じようきた

　　０９５-００３４・北海道士別市西四条北・にし４じようきた

　　０９５-００３５・北海道士別市西五条北・にし５じようきた

　　０９５-００４５・北海道士別市東丘・ひがしおか

　　０９５-００４４・北海道士別市東山町・ひがしやまちよう

　　０９５-００１１・北海道士別市東一条・ひがし１じよう

　　０９５-００１２・北海道士別市東二条・ひがし２じよう

　　０９５-００１３・北海道士別市東三条・ひがし３じよう

　　０９５-００１４・北海道士別市東四条・ひがし４じよう

　　０９５-００１５・北海道士別市東五条・ひがし５じよう

　　０９５-００１６・北海道士別市東六条・ひがし６じよう

　　０９５-００１７・北海道士別市東七条・ひがし７じよう

　　０９５-００１８・北海道士別市東八条・ひがし８じよう

　　０９５-００４１・北海道士別市東九条・ひがし９じよう

　　０９５-００４２・北海道士別市東十条・ひがし１０じよう

　　０９５-００４８・北海道士別市東十一条・ひがし１１じよう

　　０９５-０００１・北海道士別市東一条北・ひがし１じようきた

　　０９５-０００２・北海道士別市東二条北・ひがし２じようきた

　　０９５-０００３・北海道士別市東三条北・ひがし３じようきた



　　０９５-０００４・北海道士別市東四条北・ひがし４じようきた

　　０９５-０００５・北海道士別市東五条北・ひがし５じようきた

　　０９５-０００６・北海道士別市東六条北・ひがし６じようきた

　　０９５-０００７・北海道士別市東七条北・ひがし７じようきた

　　０９５-０００８・北海道士別市東八条北・ひがし８じようきた

　　０９５-００５４・北海道士別市不動町・ふどうまち

　　０９５-００６２・北海道士別市武徳町・ぶとくちよう

　　０９５-００５５・北海道士別市南士別町・みなみしべつちよう

　　０９５-００４６・北海道士別市南町東・みなみまちひがじ

　　０９５-００４７・北海道士別市南町西・みなみまちにじ

　　０９６-００００・北海道名寄市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０９６-００７５・北海道名寄市曙・あけほﾞの

　　０９６-００６１・北海道名寄市朝日・あさひ

　　０９６-００１０・北海道名寄市大通南・おおどおりみなみ

　　０９６-００３０・北海道名寄市大通北・おおどおりきた

　　０９６-００６５・北海道名寄市大橋・おおはじ

　　０９６-００７３・北海道名寄市共和・きようわ

　　０９６-００６４・北海道名寄市旭東・きよくとう

　　０９８-２１８１・北海道名寄市智恵文・ちえぶん

　　０９６-００７１・北海道名寄市徳田・とくだ

　　０９６-００７６・北海道名寄市砺波・となみ

　　０９６-００７８・北海道名寄市内淵・ないぶち

　　０９６-００１１・北海道名寄市西一条南・にし１じようみなみ

　　０９６-００３１・北海道名寄市西一条北・にし１じようきた

　　０９６-００１２・北海道名寄市西二条南・にし２じようみなみ

　　０９６-００３２・北海道名寄市西二条北・にし２じようきた

　　０９６-００１３・北海道名寄市西三条南・にし３じようみなみ

　　０９６-００３３・北海道名寄市西三条北・にし３じようきた

　　０９６-００１４・北海道名寄市西四条南・にし４じようみなみ

　　０９６-００３４・北海道名寄市西四条北・にし４じようきた

　　０９６-００１５・北海道名寄市西五条南・にし５じようみなみ

　　０９６-００３５・北海道名寄市西五条北・にし５じようきた

　　０９６-００１６・北海道名寄市西六条南・にし６じようみなみ

　　０９６-００３６・北海道名寄市西六条北・にし６じようきた

　　０９６-００１７・北海道名寄市西七条南・にし７じようみなみ

　　０９６-００３７・北海道名寄市西七条北・にし７じようきた

　　０９６-００１８・北海道名寄市西八条南・にし８じようみなみ

　　０９６-００３８・北海道名寄市西八条北・にし８じようきた

　　０９６-００１９・北海道名寄市西九条南・にし９じようみなみ

　　０９６-００３９・北海道名寄市西九条北・にし９じようきた

　　０９６-００２０・北海道名寄市西十条南・にし１０じようみなみ

　　０９６-００４０・北海道名寄市西十条北・にし１０じようきた

　　０９６-００２１・北海道名寄市西十一条南・にし１１じようみなみ

　　０９６-００４１・北海道名寄市西十一条北・にし１１じようきた

　　０９６-００２２・北海道名寄市西十二条南・にし１２じようみなみ

　　０９６-００４２・北海道名寄市西十二条北・にし１２じようきた

　　０９６-００２３・北海道名寄市西十三条南・にし１３じようみなみ

　　０９６-００４３・北海道名寄市西十三条北・にし１３じようきた

　　０９６-００２４・北海道名寄市西十四条南・にし１４じようみなみ

　　０９６-００２５・北海道名寄市西十五条南・にし１５じようみなみ

　　０９６-００６２・北海道名寄市日彰・につしよう

　　０９６-００６６・北海道名寄市日進・につしん

　　０９６-０００１・北海道名寄市東一条南・ひがし１じようみなみ

　　０９６-００５１・北海道名寄市東一条北・ひがし１じようきた

　　０９６-０００２・北海道名寄市東二条南・ひがし２じようみなみ

　　０９６-００５２・北海道名寄市東二条北・ひがし２じようきた

　　０９６-０００３・北海道名寄市東三条南・ひがし３じようみなみ

　　０９６-００５３・北海道名寄市東三条北・ひがし３じようきた

　　０９６-０００４・北海道名寄市東四条南・ひがし４じようみなみ

　　０９６-００５４・北海道名寄市東四条北・ひがし４じようきた

　　０９６-０００５・北海道名寄市東五条南・ひがし５じようみなみ

　　０９６-００５５・北海道名寄市東五条北・ひがし５じようきた

　　０９６-０００６・北海道名寄市東六条南・ひがし６じようみなみ

　　０９６-００５６・北海道名寄市東六条北・ひがし６じようきた

　　０９６-０００７・北海道名寄市東七条南・ひがし７じようみなみ

　　０９６-０００８・北海道名寄市東八条南・ひがし８じようみなみ

　　０９６-０００９・北海道名寄市東九条南・ひがし９じようみなみ

　　０９８-０５１４・北海道名寄市風連町旭・ふうれんちようあさひ

　　０９８-０５１３・北海道名寄市風連町池の上・ふうれんちよういけのうえ

　　０９８-０５０３・北海道名寄市風連町大町・ふうれんちようおおまち



　　０９８-０５１１・北海道名寄市風連町新生町・ふうれんちようしんせいちよう

　　０９８-０５０８・北海道名寄市風連町瑞生・ふうれんちようずいしよう

　　０９８-０５１５・北海道名寄市風連町中央・ふうれんちようちゆうおう

　　０９８-０６３２・北海道名寄市風連町東生・ふうれんちようとうせい

　　０９８-０５０１・北海道名寄市風連町豊里・ふうれんちようとよさと

　　０９８-０５０６・北海道名寄市風連町仲町・ふうれんちようなかまち

　　０９８-０５０９・北海道名寄市風連町西風連・ふうれんちようにしふうれん

　　０９８-０５０７・北海道名寄市風連町西町・ふうれんちようにしまち

　　０９８-０６３１・北海道名寄市風連町日進・ふうれんちようにつしん

　　０９８-０５１２・北海道名寄市風連町東風連・ふうれんちようひがしふうれん

　　０９８-０５０２・北海道名寄市風連町北栄町・ふうれんちようほくえいちよう

　　０９８-０５１６・北海道名寄市風連町緑町・ふうれんちようみどりまち

　　０９８-０５０５・北海道名寄市風連町南町・ふうれんちようみなみまち

　　０９８-０５０４・北海道名寄市風連町本町・ふうれんちようもとまち

　　０９６-００７２・北海道名寄市豊栄・ほうえい

　　０９６-００７７・北海道名寄市瑞穂・みずほ

　　０９６-００６３・北海道名寄市緑丘・みどりおか

　　０９６-００７４・北海道名寄市弥生・やよい

　　０６８-２１００・北海道三笠市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０６８-２１５１・北海道三笠市有明町・ありあけちよう

　　０６８-２１１２・北海道三笠市幾春別川向町・いくしゆんべつかわむかいちよう

　　０６８-２１１４・北海道三笠市幾春別栗丘町・いくしゆんべつくりおかちよう

　　０６８-２１１８・北海道三笠市幾春別千住町・いくしゆんべつせんじゆうちよう

　　０６８-２１１５・北海道三笠市幾春別滝見町・いくしゆんべつたきみちよう

　　０６８-２１１７・北海道三笠市幾春別中島町・いくしゆんべつなかじまちよう

　　０６８-２１１１・北海道三笠市幾春別錦町・いくしゆんべつにしきちよう

　　０６８-２１１３・北海道三笠市幾春別山手町・いくしゆんべつやまてちよう

　　０６８-２１１６・北海道三笠市幾春別町・いくしゆんべつちよう

　　０６８-２１６４・北海道三笠市いちきしり・いちきしり

　　０６８-２１６７・北海道三笠市大里・おおさと

　　０６８-２１６５・北海道三笠市岡山・おかやま

　　０６８-２１０８・北海道三笠市柏町・かしわちよう

　　０６８-２１０１・北海道三笠市桂沢・かつらざわ

　　０６８-２１６６・北海道三笠市萱野・かやの

　　０６８-２１６２・北海道三笠市川内・かわない

　　０６８-２１０５・北海道三笠市清住町・きよずみちよう

　　０６８-２１５３・北海道三笠市幸町・さいわいちよう

　　０６８-２１５５・北海道三笠市榊町・さかきちよう

　　０６８-２１５４・北海道三笠市高美町・たかみちよう

　　０６８-２１５２・北海道三笠市多賀町・たがちよう

　　０６８-２１６３・北海道三笠市達布・たつふﾟ

　　０６８-２１５８・北海道三笠市堤町・つつみちよう

　　０６８-２１３７・北海道三笠市唐松青山町・とうまつあおやまちよう

　　０６８-２１３６・北海道三笠市唐松栄町・とうまつさかえちよう

　　０６８-２１３１・北海道三笠市唐松春光町・とうまつしゆんこうちよう

　　０６８-２１３４・北海道三笠市唐松千代田町・とうまつちよだちよう

　　０６８-２１３３・北海道三笠市唐松常盤町・とうまつときわちよう

　　０６８-２１３２・北海道三笠市唐松緑町・とうまつみどりちよう

　　０６８-２１３５・北海道三笠市唐松町・とうまつちよう

　　０６８-２１０２・北海道三笠市西桂沢・にしかつらざわ

　　０６８-２１０４・北海道三笠市東清住町・ひがしきよずみちよう

　　０６８-２１４６・北海道三笠市幌内春日町・ほろないかすがちよう

　　０６８-２１４４・北海道三笠市幌内金谷町・ほろないかなやちよう

　　０６８-２１４７・北海道三笠市幌内新栄町・ほろないしんえいちよう

　　０６８-２１４２・北海道三笠市幌内住吉町・ほろないすみよしちよう

　　０６８-２１４８・北海道三笠市幌内初音町・ほろないはつねちよう

　　０６８-２１４３・北海道三笠市幌内北星町・ほろないほくせいちよう

　　０６８-２１４５・北海道三笠市幌内町・ほろないちよう

　　０６８-２１６１・北海道三笠市本郷町・ほんごうちよう

　　０６８-２１４１・北海道三笠市本町・ほんちよう

　　０６８-２１０３・北海道三笠市奔別新町・ほﾟんべつしんまち

　　０６８-２１０６・北海道三笠市美園町・みそのちよう

　　０６８-２１５６・北海道三笠市宮本町・みやもとちよう

　　０６８-２１６８・北海道三笠市美和・みわ

　　０６８-２１２１・北海道三笠市弥生桜木町・やよいさくらぎちよう

　　０６８-２１２５・北海道三笠市弥生橘町・やよいたちはﾞなちよう

　　０６８-２１２２・北海道三笠市弥生並木町・やよいなみきちよう

　　０６８-２１２４・北海道三笠市弥生花園町・やよいはなぞのちよう

　　０６８-２１２８・北海道三笠市弥生藤枝町・やよいふじえちよう

　　０６８-２１２３・北海道三笠市弥生桃山町・やよいももやまちよう



　　０６８-２１２７・北海道三笠市弥生柳町・やよいやなぎちよう

　　０６８-２１２６・北海道三笠市弥生町・やよいちよう

　　０６８-２１０７・北海道三笠市若草町・わかくさちよう

　　０６８-２１５７・北海道三笠市若松町・わかまつちよう

　　０８７-００００・北海道根室市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０８６-００６１・北海道根室市明郷・あけさと

　　０８７-０００６・北海道根室市曙町・あけほﾞのちよう

　　０８７-００１４・北海道根室市朝日町・あさひちよう

　　０８６-００６４・北海道根室市厚床・あつとこ

　　０８７-０００８・北海道根室市有磯町・ありいそちよう

　　０８７-００５２・北海道根室市梅ケ枝町・うめがえちよう

　　０８８-１７８２・北海道根室市落石東・おちいしひがじ

　　０８８-１７８１・北海道根室市落石西・おちいしにじ

　　０８７-００３５・北海道根室市温根沼・おんねとう

　　０８７-０１６６・北海道根室市温根元・おんねもと

　　０８７-００５４・北海道根室市海岸町・かいがんちよう

　　０８７-００２３・北海道根室市桂木・かつらぎ

　　０８６-００７２・北海道根室市川口・かわぐち

　　０８７-０００１・北海道根室市北浜町・きたはまちよう

　　０８７-００４２・北海道根室市清隆町・きよたかちよう

　　０８７-０００４・北海道根室市光洋町・こうようちよう

　　０８７-００２７・北海道根室市光和町・こうわちよう

　　０８７-００５５・北海道根室市琴平町・ことひらちよう

　　０８６-００６２・北海道根室市湖南・こなん

　　０８７-００１２・北海道根室市駒場町・こまはﾞちよう

　　０８７-０１６４・北海道根室市珸瑤瑁・ごようまい

　　０８８-１７８４・北海道根室市昆布盛・こんぶもり

　　０８７-００２１・北海道根室市幸町・さいわいちよう

　　０８７-００１０・北海道根室市栄町・さかえちよう

　　０８７-００４７・北海道根室市定基町・さだもとちよう

　　０８７-００１９・北海道根室市汐見町・しおみちよう

　　０８７-００２６・北海道根室市敷島町・しきしまちよう

　　０８７-００２２・北海道根室市昭和町・しようわちよう

　　０８７-００２８・北海道根室市大正町・たいしようちよう

　　０８７-０００５・北海道根室市宝町・たからちよう

　　０８７-００１８・北海道根室市千島町・ちしまちよう

　　０８８-１７８５・北海道根室市長節・ちようぶじ

　　０８７-００３１・北海道根室市月岡町・つきおかちよう

　　０８７-０００７・北海道根室市月見町・つきみちよう

　　０８６-００７４・北海道根室市東梅・とうはﾞい

　　０８７-００４１・北海道根室市常盤町・ときわちよう

　　０８７-０１６１・北海道根室市友知・ともしり

　　０８７-０１６７・北海道根室市豊里・とよさと

　　０８７-００１７・北海道根室市鳴海町・なるみちよう

　　０８６-００６５・北海道根室市西厚床・にしあつとこ

　　０８７-００２５・北海道根室市西浜町・にしはまちよう

　　０８７-００３３・北海道根室市西和田・にしわだ

　　０８７-０１６５・北海道根室市納沙布・のさつふﾟ

　　０８６-００７６・北海道根室市初田牛・はつたうじ

　　０８７-００１５・北海道根室市花咲町・はなさきちよう

　　０８７-００３２・北海道根室市花咲港・はなさきみなと

　　０８７-００４５・北海道根室市花園町・はなぞのちよう

　　０８７-０１６３・北海道根室市歯舞・はほﾞまい

　　０８８-１７８３・北海道根室市浜松・はままつ

　　０８６-００６３・北海道根室市東厚床・ひがしあつとこ

　　０８７-００３４・北海道根室市東和田・ひがしわだ

　　０８７-０１６２・北海道根室市双沖・ふたおき

　　０８７-００４８・北海道根室市平内町・へいないちよう

　　０８６-００７５・北海道根室市別当賀・べつとうが

　　０８７-００１１・北海道根室市弁天町・べんてんちよう

　　０８７-００２４・北海道根室市宝林町・ほうりんちよう

　　０８７-００４３・北海道根室市北斗町・ほくとちよう

　　０８７-００３７・北海道根室市穂香・ほにおい

　　０８７-００３６・北海道根室市幌茂尻・ほろもしり

　　０８７-００５３・北海道根室市本町・ほんちよう

　　０８７-０００２・北海道根室市牧の内・まきのうち

　　０８７-００１６・北海道根室市松ケ枝町・まつがえちよう

　　０８７-００４４・北海道根室市松本町・まつもとちよう

　　０８７-００４６・北海道根室市岬町・みさきちよう

　　０８７-００５１・北海道根室市緑町・みどりちよう



　　０８７-０００３・北海道根室市明治町・めいじちよう

　　０８７-０００９・北海道根室市弥栄町・やさかえちよう

　　０８７-００４９・北海道根室市弥生町・やよいちよう

　　０８６-００７１・北海道根室市槍昔・やりむかじ

　　０８６-００７３・北海道根室市酪陽・らくよう

　　０６６-００００・北海道千歳市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０６６-００１５・北海道千歳市青葉・あおはﾞ

　　０６６-００１４・北海道千歳市青葉丘・あおはﾞおか

　　０６６-００１８・北海道千歳市旭ケ丘・あさひがおか

　　０６６-００４３・北海道千歳市朝日町・あさひちよう

　　０６６-００７６・北海道千歳市あずさ・あずさ

　　０６６-０００４・北海道千歳市泉郷・いずみさと

　　０６６-００５１・北海道千歳市泉沢・いずみさわ

　　０６６-００２９・北海道千歳市稲穂・いなほ

　　０６６-００２５・北海道千歳市梅ケ丘・うめがおか

　　０６６-０２８６・北海道千歳市奥潭・おこたん

　　０６６-０００１・北海道千歳市長都・おさつ

　　０６６-００３１・北海道千歳市長都駅前・おさつえきまえ

　　０６６-００１３・北海道千歳市柏台・かしわだい

　　０６６-０００９・北海道千歳市柏台南・かしわだいみなみ

　　０６６-００６５・北海道千歳市春日町・かすがちよう

　　０６６-００６７・北海道千歳市桂木・かつらぎ

　　０６６-０００２・北海道千歳市釜加・かまか

　　０６６-００７７・北海道千歳市上長都・かみおさつ

　　０６６-００７５・北海道千歳市北信濃・きたしなの

　　０６６-０００５・北海道千歳市協和（８８－２)・きようわ

　　０６６-０００５・北海道千歳市協和（２７１－１０)・きようわ

　　０６６-０００５・北海道千歳市協和（３４３－２)・きようわ

　　０６６-０００５・北海道千歳市協和（４０４－１)・きようわ

　　０６６-０００５・北海道千歳市協和（４２７－５)・きようわ

　　０６６-０００５・北海道千歳市協和（４３１－１２)・きようわ

　　０６６-０００５・北海道千歳市協和（４４３－６)・きようわ

　　０６６-０００５・北海道千歳市協和（６０８－２)・きようわ

　　０６６-０００５・北海道千歳市協和（６４１－８)・きようわ

　　０６６-０００５・北海道千歳市協和（８１４)・きようわ

　　０６６-０００５・北海道千歳市協和（８４２－３)・きようわ

　　０６６-０００５・北海道千歳市協和（１１３７－３)・きようわ

　　０６６-０００５・北海道千歳市協和（１３９２)・きようわ

　　０６６-０００５・北海道千歳市協和（１６５７)・きようわ

　　０６６-０００５・北海道千歳市協和（１７５２)・きようわ

　　０６９-１１８２・北海道千歳市協和（その他）・きようわ(そのた)

　　０６６-００８２・北海道千歳市幸福・こうふく

　　０６６-００２３・北海道千歳市寿・ことぶき

　　０６６-００１１・北海道千歳市駒里・こまさと

　　０６６-００６３・北海道千歳市幸町・さいわいちよう

　　０６６-００６１・北海道千歳市栄町・さかえちよう

　　０６６-００７１・北海道千歳市桜木・さくらぎ

　　０６６-００５５・北海道千歳市里美・さとみ

　　０６６-０２８１・北海道千歳市支笏湖温泉・しこつこおんせん

　　０６６-０２８４・北海道千歳市支寒内・ししやもない

　　０６６-００３８・北海道千歳市信濃・しなの

　　０６６-００４２・北海道千歳市東雲町・しののめちよう

　　０６６-００４１・北海道千歳市清水町・しみずちよう

　　０６６-００７２・北海道千歳市自由ケ丘・じゆうがおか

　　０６６-０００６・北海道千歳市祝梅・しゆくはﾞい

　　０６６-００５６・北海道千歳市白樺・しらかはﾞ

　　０６６-００６９・北海道千歳市新星・しんせい

　　０６６-００４６・北海道千歳市真町・しんちよう

　　０６６-００３７・北海道千歳市新富・しんとみ

　　０６６-０２８２・北海道千歳市水明郷・すいめいきよう

　　０６６-００２７・北海道千歳市末広・すえひろ

　　０６６-００２６・北海道千歳市住吉・すみよじ

　　０６６-００８１・北海道千歳市清流・せいりゆう

　　０６６-００３５・北海道千歳市高台・たかだい

　　０６６-０００７・北海道千歳市中央・ちゆうおう

　　０６６-００６２・北海道千歳市千代田町・ちよだちよう

　　０６６-００２１・北海道千歳市東郊・とうこう

　　０６６-００３４・北海道千歳市富丘・とみおか

　　０６６-００２２・北海道千歳市豊里・とよさと

　　０６９-１１８４・北海道千歳市新川・にいかわ



　　０６６-００６４・北海道千歳市錦町・にしきちよう

　　０６６-０００８・北海道千歳市根志越・ねしこじ

　　０６６-００５４・北海道千歳市柏陽・はくよう

　　０６６-００２８・北海道千歳市花園・はなぞの

　　０６９-１１８１・北海道千歳市東丘・ひがしおか

　　０６６-００１７・北海道千歳市日の出・ひので

　　０６６-００１６・北海道千歳市日の出丘・ひのでおか

　　０６６-００１２・北海道千歳市美々・びび

　　０６６-０２８５・北海道千歳市美笛・びふえ

　　０６６-００５３・北海道千歳市福住・ふくずみ

　　０６６-００３９・北海道千歳市富士・ふじ

　　０６６-００５２・北海道千歳市文京・ぶんきよう

　　０６６-００４４・北海道千歳市平和・へいわ

　　０６６-００３６・北海道千歳市北栄・ほくえい

　　０６６-００７３・北海道千歳市北斗・ほくと

　　０６６-００３２・北海道千歳市北陽・ほくよう

　　０６６-００３３・北海道千歳市北光・ほつこう

　　０６９-１１８３・北海道千歳市幌加・ほろか

　　０６６-０２８７・北海道千歳市幌美内・ほﾟろひﾟない

　　０６６-００４７・北海道千歳市本町・ほんちよう

　　０６６-００４５・北海道千歳市真々地・ままち

　　０６６-００８３・北海道千歳市みどり台北・みどりだいきた

　　０６６-００８４・北海道千歳市みどり台南・みどりだいみなみ

　　０６６-００７４・北海道千歳市緑町・みどりちよう

　　０６６-０００３・北海道千歳市都・みやこ

　　０６６-０２８３・北海道千歳市モラップ・もらつふﾟ

　　０６６-００６６・北海道千歳市大和・やまと

　　０６６-００２４・北海道千歳市弥生・やよい

　　０６６-００７８・北海道千歳市勇舞・ゆうまい

　　０６６-００６８・北海道千歳市蘭越・らんこじ

　　０６６-００１９・北海道千歳市流通・りゆうつう

　　０６６-００５７・北海道千歳市若草・わかくさ

　　０７３-００００・北海道滝川市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０７３-００１５・北海道滝川市朝日町東・あさひまちひがじ

　　０７３-００１８・北海道滝川市朝日町西・あさひまちにじ

　　０７３-００４５・北海道滝川市有明町・ありあけちよう

　　０７３-００４２・北海道滝川市泉町・いずみまち

　　０７３-００１６・北海道滝川市一の坂町東・いちのさかちようひがじ

　　０７３-００１７・北海道滝川市一の坂町西・いちのさかちようにじ

　　０７９-０４６１・北海道滝川市江部乙町・えべおつちよう

　　０７９-０４６３・北海道滝川市江部乙町東・えべおつちようひがじ

　　０７９-０４６２・北海道滝川市江部乙町西・えべおつちようにじ

　　０７３-００４６・北海道滝川市扇町・おうぎまち

　　０７３-００２２・北海道滝川市大町・おおまち

　　０７３-００３６・北海道滝川市花月町・かげつちよう

　　０７３-０００１・北海道滝川市北滝の川・きたたきのかわ

　　０７３-００１２・北海道滝川市黄金町東・こがねまちひがじ

　　０７３-００１１・北海道滝川市黄金町西・こがねまちにじ

　　０７３-００４３・北海道滝川市幸町・さいわいちよう

　　０７３-００３１・北海道滝川市栄町・さかえまち

　　０７３-００３３・北海道滝川市新町・しんまち

　　０７３-００３４・北海道滝川市空知町・そらちちよう

　　０７３-０００４・北海道滝川市滝の川町東・たきのかわちようひがじ

　　０７３-０００３・北海道滝川市滝の川町西・たきのかわちようにじ

　　０７３-０００２・北海道滝川市屯田町西・とんでんちようにじ

　　０７３-００３５・北海道滝川市中島町・なかじまちよう

　　０７３-００４１・北海道滝川市西滝川・にしたきかわ

　　０７３-００４４・北海道滝川市西町・にしまち

　　０７３-０００５・北海道滝川市二の坂町東・にのさかちようひがじ

　　０７３-０００６・北海道滝川市二の坂町西・にのさかちようにじ

　　０７３-００２６・北海道滝川市東滝川・ひがしたきかわ

　　０７３-００２７・北海道滝川市東滝川町・ひがしたきかわちよう

　　０７３-００２４・北海道滝川市東町・ひがしまち

　　０７３-００１４・北海道滝川市文京町・ぶんきようちよう

　　０７３-００２１・北海道滝川市本町・ほんまち

　　０７３-００２３・北海道滝川市緑町・みどりまち

　　０７３-００１３・北海道滝川市南滝の川・みなみたきのかわ

　　０７３-００３２・北海道滝川市明神町・みようじんちよう

　　０７３-００２５・北海道滝川市流通団地・りゆうつうだんち

　　０７３-０１００・北海道砂川市・以下に不掲載・ いかにふけいさい



　　０７３-０１０７・北海道砂川市一の沢・いちのさわ

　　０７３-０１１６・北海道砂川市鶉・うずら

　　０７３-０１１８・北海道砂川市北吉野町・きたよしのちよう

　　０７３-０１７７・北海道砂川市空知太（１～３４９)・そらちぶと

　　０７３-０１０６・北海道砂川市空知太（その他）・そらちぶと(そのた)

　　０７３-０１７１・北海道砂川市空知太西一条・そらちぶとにし１じよう

　　０７３-０１７２・北海道砂川市空知太西二条・そらちぶとにし２じよう

　　０７３-０１７３・北海道砂川市空知太西三条・そらちぶとにし３じよう

　　０７３-０１７４・北海道砂川市空知太西四条・そらちぶとにし４じよう

　　０７３-０１７５・北海道砂川市空知太西五条・そらちぶとにし５じよう

　　０７３-０１７６・北海道砂川市空知太西六条・そらちぶとにし６じよう

　　０７３-０１０１・北海道砂川市空知太東一条・そらちぶとひがし１じよう

　　０７３-０１０２・北海道砂川市空知太東二条・そらちぶとひがし２じよう

　　０７３-０１０３・北海道砂川市空知太東三条・そらちぶとひがし３じよう

　　０７３-０１０４・北海道砂川市空知太東四条・そらちぶとひがし４じよう

　　０７３-０１０５・北海道砂川市空知太東五条・そらちぶとひがし５じよう

　　０７９-１１８１・北海道砂川市富平（３３１)・とみひら

　　０７９-１１８１・北海道砂川市富平（４５９－４)・とみひら

　　０７９-１１８１・北海道砂川市富平（５４３)・とみひら

　　０７３-００８５・北海道砂川市富平（その他）・とみひら(そのた)

　　０７３-０１３８・北海道砂川市豊沼町・とよぬまちよう

　　０７３-０１４８・北海道砂川市西豊沼・にしとよぬま

　　０７３-０１４１・北海道砂川市西一条南・にし１じようみなみ

　　０７３-０１６１・北海道砂川市西一条北・にし１じようきた

　　０７３-０１４２・北海道砂川市西二条南・にし２じようみなみ

　　０７３-０１６２・北海道砂川市西二条北・にし２じようきた

　　０７３-０１４３・北海道砂川市西三条南・にし３じようみなみ

　　０７３-０１６３・北海道砂川市西三条北・にし３じようきた

　　０７３-０１４４・北海道砂川市西四条南・にし４じようみなみ

　　０７３-０１６４・北海道砂川市西四条北・にし４じようきた

　　０７３-０１４５・北海道砂川市西五条南・にし５じようみなみ

　　０７３-０１６５・北海道砂川市西五条北・にし５じようきた

　　０７３-０１４６・北海道砂川市西六条南・にし６じようみなみ

　　０７３-０１６６・北海道砂川市西六条北・にし６じようきた

　　０７３-０１４７・北海道砂川市西七条南・にし７じようみなみ

　　０７３-０１６７・北海道砂川市西七条北・にし７じようきた

　　０７３-０１６８・北海道砂川市西八条北・にし８じようきた

　　０７３-０１１１・北海道砂川市晴見一条北・はるみ１じようきた

　　０７３-０１１２・北海道砂川市晴見二条北・はるみ２じようきた

　　０７３-０１１３・北海道砂川市晴見三条北・はるみ３じようきた

　　０７３-０１１４・北海道砂川市晴見四条北・はるみ４じようきた

　　０７３-０１２６・北海道砂川市東豊沼・ひがしとよぬま

　　０７３-０１３１・北海道砂川市東一条南・ひがし１じようみなみ

　　０７３-０１５１・北海道砂川市東一条北・ひがし１じようきた

　　０７３-０１３２・北海道砂川市東二条南・ひがし２じようみなみ

　　０７３-０１５２・北海道砂川市東二条北・ひがし２じようきた

　　０７３-０１５３・北海道砂川市東三条北・ひがし３じようきた

　　０７３-０１３３・北海道砂川市東三条南・ひがし３じようみなみ

　　０７３-０１３４・北海道砂川市東四条南・ひがし４じようみなみ

　　０７３-０１５４・北海道砂川市東四条北・ひがし４じようきた

　　０７３-０１３５・北海道砂川市東五条南・ひがし５じようみなみ

　　０７３-０１５５・北海道砂川市東五条北・ひがし５じようきた

　　０７３-０１３６・北海道砂川市東六条南・ひがし６じようみなみ

　　０７３-０１５６・北海道砂川市東六条北・ひがし６じようきた

　　０７３-０１３７・北海道砂川市東七条南・ひがし７じようみなみ

　　０７３-０１２７・北海道砂川市日の出一条南・ひので１じようみなみ

　　０７３-０１７８・北海道砂川市袋地・ふくろち

　　０７３-０１０８・北海道砂川市北光・ほつこう

　　０７３-０１５７・北海道砂川市三砂町・みさごちよう

　　０７３-０１１７・北海道砂川市南吉野町・みなみよしのちよう

　　０７３-０１２５・北海道砂川市宮城の沢・みやぎのさわ

　　０７３-０１１５・北海道砂川市焼山・やけやま

　　０７３-０１２１・北海道砂川市吉野一条南・よしの１じようみなみ

　　０７３-０１５８・北海道砂川市吉野一条北・よしの１じようきた

　　０７３-０１２２・北海道砂川市吉野二条南・よしの２じようみなみ

　　０７３-０１５９・北海道砂川市吉野二条北・よしの２じようきた

　　０７３-０１２３・北海道砂川市吉野三条南・よしの３じようみなみ

　　０７３-０１２４・北海道砂川市吉野四条南・よしの４じようみなみ

　　０７３-０４００・北海道歌志内市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０７３-０４０４・北海道歌志内市歌神・かしん



　　０７３-０４０１・北海道歌志内市上歌・かみうた

　　０７３-０４０５・北海道歌志内市神威・かもい

　　０７３-０４０２・北海道歌志内市東光・とうこう

　　０７３-０４０６・北海道歌志内市中村・なかむら

　　０７３-０４０３・北海道歌志内市本町・ほんちよう

　　０７３-０４０７・北海道歌志内市文珠・もんじゆ

　　０７４-００００・北海道深川市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０７４-０００１・北海道深川市一条・１じよう

　　０７４-０００２・北海道深川市二条・２じよう

　　０７４-０００３・北海道深川市三条・３じよう

　　０７４-０００４・北海道深川市四条・４じよう

　　０７４-０００５・北海道深川市五条・５じよう

　　０７４-０００６・北海道深川市六条・６じよう

　　０７４-０００７・北海道深川市七条・７じよう

　　０７４-０００８・北海道深川市八条・８じよう

　　０７４-０００９・北海道深川市九条・９じよう

　　０７４-００３１・北海道深川市あけぼの町・あけほﾞのちよう

　　０７４-００２８・北海道深川市一已町・いちやんちよう

　　０７４-００２１・北海道深川市稲穂町・いなほちよう

　　０７４-０１４３・北海道深川市ウッカ・うつか

　　０７４-０１４２・北海道深川市宇摩・うま

　　０７８-０１５１・北海道深川市納内町・おさむないちよう

　　０７８-０１５３・北海道深川市納内町北・おさむないちようきた

　　０７８-０１５４・北海道深川市納内町グリーンタウン・おさむないちよう

　　０７４-１２７３・北海道深川市音江町（１～２丁目）・おとえちよう(１-２)

　　０７４-１２７６・北海道深川市音江町（稲田）・おとえちよう(いなだ)

　　０７８-０１５２・北海道深川市音江町（内園）・おとえちよう(うちぞの)

　　０７４-１２７３・北海道深川市音江町（音江）・おとえちよう(おとえ)

　　０７４-１１６２・北海道深川市音江町（菊丘）・おとえちよう(きくおか)

　　０７４-１１６４・北海道深川市音江町（国見２３～２９８)・おとえちよう(くにみ

　　０７４-１２７２・北海道深川市音江町（国見その他）・おとえちよう(くにみそのた)

　　０７４-１１６１・北海道深川市音江町（更進）・おとえちよう(こうしん)

　　０７４-１２７５・北海道深川市音江町（向陽）・おとえちよう(こうよう)

　　０７４-１２７４・北海道深川市音江町（豊泉）・おとえちよう(とよいずみ)

　　０７４-１２７１・北海道深川市音江町（広里）・おとえちよう(ひろさと)

　　０７４-１１６３・北海道深川市音江町（吉住）・おとえちよう(よしずみ)

　　０７４-００１４・北海道深川市開西町・かいせいちよう

　　０７４-００２４・北海道深川市新光町・しんこうちよう

　　０７４-００２３・北海道深川市太子町・たいしまち

　　０７４-０１４４・北海道深川市鷹泊・たかどまり

　　０７４-０１４１・北海道深川市多度志・たどじ

　　０７４-０１４７・北海道深川市多度志南・たどしみなみ

　　０７４-００２５・北海道深川市錦町・にしきまち

　　０７４-００２７・北海道深川市錦町北・にしきまちきた

　　０７４-００２６・北海道深川市錦町西・にしきまちにじ

　　０７４-００１２・北海道深川市西町・にしまち

　　０７４-１２７１・北海道深川市広里町（１～５丁目）・ひろさとちよう

　　０７４-００１６・北海道深川市深川町オーホ・ふかがわちようおｰほ

　　０７４-００１５・北海道深川市深川町メム・ふかがわちようめむ

　　０７４-００１３・北海道深川市文光町・ぶんこうちよう

　　０７４-００２２・北海道深川市北光町・ほつこうちよう

　　０７４-０１４５・北海道深川市幌内・ほろない

　　０７４-００１１・北海道深川市緑町・みどりまち

　　０７４-０１４６・北海道深川市湯内・ゆない

　　０７６-００００・北海道富良野市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０７６-００２６・北海道富良野市朝日町・あさひまち

　　０７６-０００８・北海道富良野市扇町・おうぎまち

　　０７６-００３５・北海道富良野市学田三区・がくでんさんく

　　０７６-００５４・北海道富良野市春日町・かすがちよう

　　０７６-００３８・北海道富良野市桂木町・かつらぎちよう

　　０７６-００１４・北海道富良野市上五区・かみごく

　　０７６-００１５・北海道富良野市上御料・かみごりよう

　　０７６-００５９・北海道富良野市北麻町・きたあさまち

　　０７６-０００１・北海道富良野市北扇山・きたおうぎやま

　　０７６-００４４・北海道富良野市北大沼・きたおおぬま

　　０７６-００３４・北海道富良野市北の峰町・きたのみねちよう

　　０７６-０１７５・北海道富良野市北布礼別・きたふれべつ

　　０７６-０１６５・北海道富良野市北麓郷・きたろくごう

　　０７６-００２４・北海道富良野市幸町・さいわいちよう

　　０７６-００２３・北海道富良野市栄町・さかえまち



　　０７６-００３９・北海道富良野市信濃沢・しなのさわ

　　０７６-００５０・北海道富良野市東雲町・しののめちよう

　　０７６-００３６・北海道富良野市島ノ下・しまのした

　　０７６-００４８・北海道富良野市清水山・しみずやま

　　０７６-００１２・北海道富良野市下五区・しもごく

　　０７６-００１７・北海道富良野市下御料・しもごりよう

　　０７６-００５８・北海道富良野市新光町・しんこうちよう

　　０７６-００３３・北海道富良野市新富町・しんとみちよう

　　０７６-００１１・北海道富良野市末広町・すえひろちよう

　　０７６-００５７・北海道富良野市住吉町・すみよしちよう

　　０７６-０２０４・北海道富良野市平沢・たいらざわ

　　０７６-０１８３・北海道富良野市富丘更生・とみおかこうせい

　　０７６-００１３・北海道富良野市中五区・なかごく

　　０７６-００１６・北海道富良野市中御料・なかごりよう

　　０７６-０１７６・北海道富良野市中布礼別・なかふれべつ

　　０７６-００５５・北海道富良野市西麻町・にしあさまち

　　０７６-０００６・北海道富良野市西扇山・にしおうぎやま

　　０７６-００４７・北海道富良野市西学田二区・にしがくでんにく

　　０７６-００２８・北海道富良野市錦町・にしきまち

　　０７６-０２０１・北海道富良野市西達布・にしたつふﾟ

　　０７６-０１８２・北海道富良野市西富丘・にしとみおか

　　０７６-００４２・北海道富良野市西鳥沼・にしとりぬま

　　０７６-０１７３・北海道富良野市西布礼別・にしふれべつ

　　０７６-００３７・北海道富良野市西町・にしまち

　　０７６-０１６３・北海道富良野市西麓郷・にしろくごう

　　０７６-０００３・北海道富良野市布部石綿・ぬのべいしわた

　　０７６-０００４・北海道富良野市布部市街地・ぬのべしがいち

　　０７６-０００５・北海道富良野市布部一・ぬのべいち

　　０７６-００２７・北海道富良野市花園町・はなぞのちよう

　　０７６-００５１・北海道富良野市東麻町・ひがしあさまち

　　０７６-００４５・北海道富良野市東学田二区・ひがしがくでんにく

　　０７６-０１８１・北海道富良野市東富丘・ひがしとみおか

　　０７６-００４１・北海道富良野市東鳥沼・ひがしとりぬま

　　０７６-０１７２・北海道富良野市東布礼別・ひがしふれべつ

　　０７６-００５３・北海道富良野市東町・ひがしまち

　　０７９-２１３３・北海道富良野市東山（１７１０)・ひがしやま

　　０７６-０２０２・北海道富良野市東山（その他）・ひがしやま(そのた)

　　０７６-０１６２・北海道富良野市東麓郷・ひがしろくごう

　　０７６-００２５・北海道富良野市日の出町・ひのでまち

　　０７６-０１７１・北海道富良野市布礼別市街地・ふれべつしがいち

　　０７６-００４６・北海道富良野市北斗町・ほくとちよう

　　０７６-００５６・北海道富良野市瑞穂町・みずほちよう

　　０７６-００２１・北海道富良野市緑町・みどりまち

　　０７６-００５２・北海道富良野市南麻町・みなみあさまち

　　０７６-０００２・北海道富良野市南扇山・みなみおうぎやま

　　０７６-００４３・北海道富良野市南大沼・みなみおおぬま

　　０７６-０１７４・北海道富良野市南布礼別・みなみふれべつ

　　０７６-０００７・北海道富良野市南町・みなみまち

　　０７６-０１６４・北海道富良野市南麓郷・みなみろくごう

　　０７６-００３１・北海道富良野市本町・もとまち

　　０７６-０１８４・北海道富良野市八幡丘・やはたおか

　　０７９-１５６２・北海道富良野市山部北町・やまべきたまち

　　０７９-１５６４・北海道富良野市山部中町・やまべなかまち

　　０７９-１５７１・北海道富良野市山部西１２線・やまべにし１２せん

　　０７９-１５７１・北海道富良野市山部西１３線・やまべにし１３せん

　　０７９-１５７１・北海道富良野市山部西１４線・やまべにし１４せん

　　０７９-１５７１・北海道富良野市山部西１５線・やまべにし１５せん

　　０７９-１５７１・北海道富良野市山部西１６線・やまべにし１６せん

　　０７９-１５７１・北海道富良野市山部西１７線・やまべにし１７せん

　　０７９-１５７１・北海道富良野市山部西１８線・やまべにし１８せん

　　０７９-１５７１・北海道富良野市山部西１９線・やまべにし１９せん

　　０７９-１５７２・北海道富良野市山部西２０線・やまべにし２０せん

　　０７９-１５７２・北海道富良野市山部西２１線・やまべにし２１せん

　　０７９-１５７２・北海道富良野市山部西２２線・やまべにし２２せん

　　０７９-１５７２・北海道富良野市山部西２３線・やまべにし２３せん

　　０７９-１５７２・北海道富良野市山部西２４線・やまべにし２４せん

　　０７９-１５７３・北海道富良野市山部西２５線・やまべにし２５せん

　　０７９-１５７３・北海道富良野市山部西２６線・やまべにし２６せん

　　０７９-１５７３・北海道富良野市山部西２７線・やまべにし２７せん

　　０７９-１５７３・北海道富良野市山部西２８線・やまべにし２８せん



　　０７９-１５６６・北海道富良野市山部西町・やまべにしまち

　　０７９-１５８１・北海道富良野市山部東１２線・やまべひがし１２せん

　　０７９-１５８１・北海道富良野市山部東１３線・やまべひがし１３せん

　　０７９-１５８１・北海道富良野市山部東１４線・やまべひがし１４せん

　　０７９-１５８１・北海道富良野市山部東１５線・やまべひがし１５せん

　　０７９-１５８１・北海道富良野市山部東１６線・やまべひがし１６せん

　　０７９-１５８１・北海道富良野市山部東１７線・やまべひがし１７せん

　　０７９-１５８１・北海道富良野市山部東１８線・やまべひがし１８せん

　　０７９-１５８１・北海道富良野市山部東１９線・やまべひがし１９せん

　　０７９-１５８２・北海道富良野市山部東２０線・やまべひがし２０せん

　　０７９-１５８２・北海道富良野市山部東２１線・やまべひがし２１せん

　　０７９-１５８２・北海道富良野市山部東２２線・やまべひがし２２せん

　　０７９-１５８２・北海道富良野市山部東２３線・やまべひがし２３せん

　　０７９-１５８２・北海道富良野市山部東２４線・やまべひがし２４せん

　　０７９-１５８２・北海道富良野市山部東２５線・やまべひがし２５せん

　　０７９-１５８２・北海道富良野市山部東２６線・やまべひがし２６せん

　　０７９-１５８２・北海道富良野市山部東２７線・やまべひがし２７せん

　　０７９-１５６３・北海道富良野市山部東町・やまべひがしまち

　　０７９-１５６５・北海道富良野市山部南町・やまべみなみまち

　　０７６-００１８・北海道富良野市弥生町・やよいちよう

　　０７６-０２０３・北海道富良野市老節布・ろうせつふﾟ

　　０７６-０１６１・北海道富良野市麓郷市街地・ろくごうしがいち

　　０７６-００２２・北海道富良野市若葉町・わかはﾞちよう

　　０７６-００３２・北海道富良野市若松町・わかまつちよう

　　０５９-００００・北海道登別市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０５９-００２７・北海道登別市青葉町・あおはﾞちよう

　　０５９-００１７・北海道登別市柏木町・かしわぎちよう

　　０５９-００１６・北海道登別市片倉町・かたくらちよう

　　０５９-０５５２・北海道登別市上登別町・かみのほﾞりべつちよう

　　０５９-００３１・北海道登別市上鷲別町・かみわしべつちよう

　　０５９-０５５３・北海道登別市カルルス町・かるるすちよう

　　０５９-００２２・北海道登別市川上町・かわかみちよう

　　０５９-００２１・北海道登別市鉱山町・こうざんちよう

　　０５９-０００２・北海道登別市幸町・さいわいちよう

　　０５９-００３３・北海道登別市栄町・さかえちよう

　　０５９-００２３・北海道登別市桜木町・さくらぎちよう

　　０５９-０００５・北海道登別市札内町（５)・さつないちよう

　　０５９-０００５・北海道登別市札内町（９)・さつないちよう

　　０５９-０００５・北海道登別市札内町（１１－１２・さつないちよう

　　０５９-０００５・北海道登別市札内町（３６)・さつないちよう

　　０５９-０００５・北海道登別市札内町（４２－２)・さつないちよう

　　０５９-０００５・北海道登別市札内町（６２)・さつないちよう

　　０５９-０００５・北海道登別市札内町（８０)・さつないちよう

　　０５９-０００５・北海道登別市札内町（９５)・さつないちよう

　　０５９-０００５・北海道登別市札内町(１８４)・さつないちよう

　　０５９-０００５・北海道登別市札内町(２３１)・さつないちよう

　　０５９-０００５・北海道登別市札内町(３８９－２)・さつないちよう

　　０５９-０００５・北海道登別市札内町(５００)・さつないちよう

　　０５９-０００５・北海道登別市札内町(５００)・さつないちよう

　　０５９-０４６１・北海道登別市札内町（その他）・さつないちよう(そのた)

　　０５９-０００１・北海道登別市新栄町・しんえいちよう

　　０５９-００１５・北海道登別市新川町・しんかわちよう

　　０５９-００３２・北海道登別市新生町・しんせいちよう

　　０５９-０００３・北海道登別市千歳町・ちとせちよう

　　０５９-００１２・北海道登別市中央町・ちゆうおうちよう

　　０５９-００１１・北海道登別市常盤町・ときわちよう

　　０５９-０４６２・北海道登別市富浦町・とみうらちよう

　　０５９-００２８・北海道登別市富岸町・とんけしちよう

　　０５９-０４６３・北海道登別市中登別町・なかのほﾞりべつちよう

　　０５９-０５５１・北海道登別市登別温泉町・のほﾞりべつおんせんちよう

　　０５９-０４６４・北海道登別市登別東町・のほﾞりべつひがしちよう

　　０５９-０４６５・北海道登別市登別本町・のほﾞりべつほんちよう

　　０５９-０４６６・北海道登別市登別港町・のほﾞりべつみなとちよう

　　０５９-００１４・北海道登別市富士町・ふじちよう

　　０５９-００１３・北海道登別市幌別町・ほろべつちよう

　　０５９-００３６・北海道登別市美園町・みそのちよう

　　０５９-００２４・北海道登別市緑町・みどりちよう

　　０５９-００２５・北海道登別市大和町・やまとちよう

　　０５９-０００４・北海道登別市来馬町・らいはﾞちよう

　　０５９-００３５・北海道登別市若草町・わかくさちよう



　　０５９-００２６・北海道登別市若山町・わかやまちよう

　　０５９-００３４・北海道登別市鷲別町・わしべつちよう

　　０６１-１４００・北海道恵庭市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０６１-１４４８・北海道恵庭市相生町・あいおいまち

　　０６１-１４３１・北海道恵庭市有明町・ありあけちよう

　　０６１-１４０１・北海道恵庭市漁太・いざりぶと

　　０６１-１４１４・北海道恵庭市漁町・いざりまち

　　０６１-１４１５・北海道恵庭市泉町・いずみまち

　　０６１-１４１１・北海道恵庭市恵南・えなみ

　　０６１-１４２４・北海道恵庭市大町・おおまち

　　０６１-１４２３・北海道恵庭市柏木町・かしわぎちよう

　　０６１-１４０２・北海道恵庭市春日・かすが

　　０６１-１４０４・北海道恵庭市上山口・かみやまぐち

　　０６１-１４３３・北海道恵庭市北柏木町・きたかしわぎちよう

　　０６１-１３６６・北海道恵庭市北島・きたじま

　　０６１-１４４４・北海道恵庭市京町・きようまち

　　０６１-１４３２・北海道恵庭市恵央町・けいおうちよう

　　０６１-１４４９・北海道恵庭市黄金中央・こがねちゆうおう

　　０６１-１４０７・北海道恵庭市黄金北・こがねきた

　　０６１-１４０９・北海道恵庭市黄金南・こがねみなみ

　　０６１-１４１７・北海道恵庭市駒場町・こまはﾞちよう

　　０６１-１４２６・北海道恵庭市幸町・さいわいちよう

　　０６１-１４４３・北海道恵庭市栄恵町・さかえまち

　　０６１-１４１６・北海道恵庭市桜町・さくらまち

　　０６１-１３６３・北海道恵庭市桜森・さくらもり

　　０６１-１３５４・北海道恵庭市島松旭町・しままつあさひまち

　　０６１-１３５５・北海道恵庭市島松寿町・しままつことぶきちよう

　　０６１-１３５２・北海道恵庭市島松仲町・しままつなかまち

　　０６１-１３５１・北海道恵庭市島松東町・しままつひがしまち

　　０６１-１３５３・北海道恵庭市島松本町・しままつほんまち

　　０６１-１３６３・北海道恵庭市島松沢・しままつざわ

　　０６１-１３６４・北海道恵庭市下島松・しもしままつ

　　０６１-１４１２・北海道恵庭市白樺町・しらかはﾞちよう

　　０６１-１４４５・北海道恵庭市新町・しんまち

　　０６１-１４４６・北海道恵庭市末広町・すえひろまち

　　０６１-１４４１・北海道恵庭市住吉町・すみよしちよう

　　０６１-１４０３・北海道恵庭市中央・ちゆうおう

　　０６１-１４０５・北海道恵庭市戸磯・といそ

　　０６１-１３６２・北海道恵庭市中島松・なかしままつ

　　０６１-１４３５・北海道恵庭市中島町・なかじまちよう

　　０６１-１３５６・北海道恵庭市西島松・にししままつ

　　０６１-１４３４・北海道恵庭市柏陽町・はくようちよう

　　０６１-１３６１・北海道恵庭市林田・はやしだ

　　０６１-１４２２・北海道恵庭市盤尻・はﾞんじり

　　０６１-１４４７・北海道恵庭市福住町・ふくずみちよう

　　０６１-１４２５・北海道恵庭市文京町・ぶんきようちよう

　　０６１-１３６５・北海道恵庭市穂栄・ほえい

　　０６１-１４２１・北海道恵庭市牧場・まきはﾞ

　　０６１-１４２７・北海道恵庭市美咲野・みさきの

　　０６１-１４４２・北海道恵庭市緑町・みどりまち

　　０６１-１３７５・北海道恵庭市南島松・みなみしままつ

　　０６１-１３７１・北海道恵庭市恵み野東・めぐみのひがじ

　　０６１-１３７３・北海道恵庭市恵み野西・めぐみのにじ

　　０６１-１３７２・北海道恵庭市恵み野南・めぐみのみなみ

　　０６１-１３７４・北海道恵庭市恵み野北・めぐみのきた

　　０６１-１３７６・北海道恵庭市恵み野里美・めぐみのさとみ

　　０６１-１４１３・北海道恵庭市本町・もとまち

　　０６１-１４０６・北海道恵庭市和光町・わこうちよう

　　０５２-００００・北海道伊達市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０５２-００１５・北海道伊達市旭町・あさひちよう

　　０５２-００２５・北海道伊達市網代町・あじろちよう

　　０５２-０００２・北海道伊達市乾町・いぬいちよう

　　０５９-０１５１・北海道伊達市有珠町・うすちよう

　　０５２-００２２・北海道伊達市梅本町・うめもとちよう

　　０５９-０１５３・北海道伊達市大平町・おおだいらちよう

　　０４４-０４４１・北海道伊達市大滝区愛地町・おおたきくあいちちよう

　　０５２-０３１２・北海道伊達市大滝区上野町・おおたきくうえのちよう

　　０５２-０３１６・北海道伊達市大滝区北湯沢温泉町・きたゆざわおんせんちよう

　　０４４-０４４３・北海道伊達市大滝区清原町・おおたきくきよはらちよう

　　０５２-０３０３・北海道伊達市大滝区三階滝町・おおたきくさんがいたきちよう



　　０５２-０３１５・北海道伊達市大滝区昭園町・おおたきくしようえんちよう

　　０５２-０３０２・北海道伊達市大滝区清陵町・おおたきくせいりようちよう

　　０５２-０３１３・北海道伊達市大滝区大成町・おおたきくたいせいちよう

　　０４４-０４４４・北海道伊達市大滝区豊里町・おおたきくとよさとちよう

　　０５２-０３１１・北海道伊達市大滝区本郷町・おおたきくほんごうちよう

　　０５２-０３０１・北海道伊達市大滝区本町・おおたきくほんちよう

　　０５２-０３１４・北海道伊達市大滝区円山町・おおたきくまるやまちよう

　　０４４-０４４２・北海道伊達市大滝区宮城町・おおたきくみやぎちよう

　　０５２-０３１７・北海道伊達市大滝区優徳町・おおたきくゆうとくちよう

　　０５２-００２７・北海道伊達市大町・おおまち

　　０５２-００２４・北海道伊達市鹿島町・かしまちよう

　　０５２-０００８・北海道伊達市上館山町・かみたてやまちよう

　　０５２-００３６・北海道伊達市上長和町・かみながわちよう

　　０５９-０１５２・北海道伊達市北有珠町・きたうすちよう

　　０５９-０２７２・北海道伊達市北黄金町・きたこがねちよう

　　０５９-０２７５・北海道伊達市北稀府町・きたまれふちよう

　　０５２-０００１・北海道伊達市喜門別町・きもんべつちよう

　　０５２-０００５・北海道伊達市清住町・きよずみちよう

　　０５２-０００１・北海道伊達市志門気町・しもんけちよう

　　０５２-００２１・北海道伊達市末永町・すえながちよう

　　０５２-００１１・北海道伊達市竹原町・たけはらちよう

　　０５２-００３４・北海道伊達市館山下町・たてやましたちよう

　　０５２-００３１・北海道伊達市館山町・たてやまちよう

　　０５９-０２７４・北海道伊達市中稀府町・なかまれふちよう

　　０５２-００３５・北海道伊達市長和町・ながわちよう

　　０５２-００２６・北海道伊達市錦町・にしきちよう

　　０５２-０００７・北海道伊達市西関内町・にしせきないちよう

　　０５２-００３３・北海道伊達市西浜町・にしはまちよう

　　０５２-０００４・北海道伊達市萩原町・はぎわらちよう

　　０５９-０１５４・北海道伊達市東有珠町・ひがしうすちよう

　　０５２-０００６・北海道伊達市東関内町・ひがしせきないちよう

　　０５２-００１６・北海道伊達市東浜町・ひがしはまちよう

　　０５２-００１４・北海道伊達市舟岡町・ふなおかちよう

　　０５２-０００３・北海道伊達市幌美内町・ほろびないちよう

　　０５２-００１２・北海道伊達市松ケ枝町・まつがえちよう

　　０５９-０１５６・北海道伊達市南有珠町・みなみうすちよう

　　０５９-０２７１・北海道伊達市南黄金町・みなみこがねちよう

　　０５９-０２７３・北海道伊達市南稀府町・みなみまれふちよう

　　０５９-０１５７・北海道伊達市向有珠町・むかいうすちよう

　　０５２-００２３・北海道伊達市元町・もとまち

　　０５２-００３２・北海道伊達市山下町・やましたちよう

　　０５２-００１３・北海道伊達市弄月町・ろうげつちよう

　　０５９-０１５５・北海道伊達市若生町・わつかおいちよう

　　０６１-１１００・北海道北広島市・以下に不掲載・ れいかにふけいさい

　　０６１-１１４１・北海道北広島市青葉町・れあおはﾞちよう

　　０６１-１１２３・北海道北広島市朝日町・れあさひちよう

　　０６１-１１４５・北海道北広島市泉町・れいずみちよう

　　０６１-１１２５・北海道北広島市稲穂町東・れいなほちようひがじ

　　０６１-１１２４・北海道北広島市稲穂町西・れいなほちようにじ

　　０６１-１２７０・北海道北広島市大曲・れおおまがり

　　０６１-１２７４・北海道北広島市大曲工業団地・れおおまがりこうぎようだんち

　　０６１-１２７８・北海道北広島市大曲幸町・れおおまがりさいわいちよう

　　０６１-１２７２・北海道北広島市大曲末広・れおおまがりすえひろ

　　０６１-１２７１・北海道北広島市大曲中央・れおおまがりちゆうおう

　　０６１-１２７９・北海道北広島市大曲並木・れおおまがりなみき

　　０６１-１２７３・北海道北広島市大曲柏葉・れおおまがりはくよう

　　０６１-１２７７・北海道北広島市大曲光・れおおまがりひかり

　　０６１-１２７６・北海道北広島市大曲緑ケ丘・れおおまがりみどりがおか

　　０６１-１２７５・北海道北広島市大曲南ケ丘・れおおまがりみなみがおか

　　０６１-１１１１・北海道北広島市北の里・れきたのさと

　　０６１-１２６１・北海道北広島市希望ケ丘・れきほﾞうがおか

　　０６１-１１１２・北海道北広島市共栄・れきようえい

　　０６１-１１１３・北海道北広島市共栄町・れきようえいちよう

　　０６１-１１３４・北海道北広島市広葉町・れこうようちよう

　　０６１-１１３３・北海道北広島市栄町・れさかえちよう

　　０６１-１１４７・北海道北広島市里見町・れさとみちよう

　　０６１-１２６５・北海道北広島市島松・れしままつ

　　０６１-１１４４・北海道北広島市白樺町・れしらかはﾞちよう

　　０６１-１１２６・北海道北広島市新富町東・れしんとみちようひがじ

　　０６１-１１２７・北海道北広島市新富町西・れしんとみちようにじ



　　０６１-１１４６・北海道北広島市高台町・れたかだいちよう

　　０６１-１１２１・北海道北広島市中央・れちゆうおう

　　０６１-１１３５・北海道北広島市輝美町・れてるみちよう

　　０６１-１１５３・北海道北広島市富ケ岡・れとみがおか

　　０６１-１１５２・北海道北広島市中の沢（５５７～７３６)・れなかのさわ

　　０６１-１１０１・北海道北広島市中の沢（その他）・れなかのさわ(そのた)

　　０６１-１１０３・北海道北広島市虹ケ丘・れにじがおか

　　０６１-１１０２・北海道北広島市西の里・れにしのさと

　　０６１-１１０５・北海道北広島市西の里東・れにしのさとひがじ

　　０６１-１１０６・北海道北広島市西の里南・れにしのさとみなみ

　　０６１-１１０４・北海道北広島市西の里北・れにしのさときた

　　０６１-１２６７・北海道北広島市仁別・れにべつ

　　０６１-１１１４・北海道北広島市東共栄・れひがしきようえい

　　０６１-１１５１・北海道北広島市東の里・れひがしのさと

　　０６１-１１２２・北海道北広島市広島・れひろしま

　　０６１-１１３２・北海道北広島市北進町・れほくしんちよう

　　０６１-１１３６・北海道北広島市松葉町・れまつはﾞちよう

　　０６１-１１１５・北海道北広島市美咲き野・れみさきの

　　０６１-１１３１・北海道北広島市美沢・れみさわ

　　０６１-１２６６・北海道北広島市三島・れみしま

　　０６１-１１４３・北海道北広島市南町・れみなみちよう

　　０６１-１１５４・北海道北広島市南の里・れみなみのさと

　　０６１-１１４８・北海道北広島市山手町・れやまてちよう

　　０６１-１１３７・北海道北広島市緑陽町・れりよくようちよう

　　０６１-１２６４・北海道北広島市輪厚・れわつつ

　　０６１-１２８１・北海道北広島市輪厚工業団地・れわつつこうぎようだんち

　　０６１-１２６８・北海道北広島市輪厚中央・れわつつちゆうおう

　　０６１-１２６９・北海道北広島市輪厚元町・れわつつもとまち

　　０６１-１１４２・北海道北広島市若葉町・れわかはﾞちよう

　　０６１-３２００・北海道石狩市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０６１-３６０１・北海道石狩市厚田区厚田・あつたくあつた

　　０６１-３６０２・北海道石狩市厚田区押琴・あつたくおしこと

　　０６１-３１５１・北海道石狩市厚田区濃昼・あつたくごきびる

　　０６１-３６０３・北海道石狩市厚田区小谷・あつたくこたに

　　０６１-３５２１・北海道石狩市厚田区古潭・あつたくこたん

　　０６１-３３３１・北海道石狩市厚田区聚富（中央）・しつふﾟ(ちゆうおう)

　　０６１-３３３１・北海道石狩市厚田区聚富（中央）・しつふﾟ(しらつかり)

　　０６１-３４４１・北海道石狩市厚田区聚富（その他）・あつたくしつふﾟ(そのた)

　　０６１-３３３２・北海道石狩市厚田区虹が原・あつたくにじがはら

　　０６１-３６０５・北海道石狩市厚田区別狩・あつたくべつかり

　　０６１-３５２２・北海道石狩市厚田区嶺泊・あつたくみねとまり

　　０６１-３５２３・北海道石狩市厚田区望来・あつたくもうらい

　　０６１-３６０６・北海道石狩市厚田区安瀬・あつたくやそすけ

　　０６１-３３７７・北海道石狩市親船町・おやふねちよう

　　０６１-３３６５・北海道石狩市親船東一条・おやふねひがし１じよう

　　０６１-３３６６・北海道石狩市親船東二条・おやふねひがし２じよう

　　０６１-３３６７・北海道石狩市親船東三条・おやふねひがし３じよう

　　０６１-３２４５・北海道石狩市生振・おやふる

　　０６１-３３６２・北海道石狩市北生振・きたおやふる

　　０６１-３２２０・北海道石狩市志美・しび

　　０６１-３３７３・北海道石狩市新町・しんまち

　　０６１-３２４２・北海道石狩市新港中央・しんこうちゆうおう

　　０６１-３２４３・北海道石狩市新港東・しんこうひがじ

　　０６１-３２４１・北海道石狩市新港西・しんこうにじ

　　０６１-３２４４・北海道石狩市新港南・しんこうみなみ

　　０６１-３２５３・北海道石狩市樽川三条・たるかわ３じよう

　　０６１-３２５４・北海道石狩市樽川四条・たるかわ４じよう

　　０６１-３２５５・北海道石狩市樽川五条・たるかわ５じよう

　　０６１-３２５６・北海道石狩市樽川六条・たるかわ６じよう

　　０６１-３２５７・北海道石狩市樽川七条・たるかわ７じよう

　　０６１-３２５８・北海道石狩市樽川八条・たるかわ８じよう

　　０６１-３２５９・北海道石狩市樽川九条・たるかわ９じよう

　　０６１-３２５１・北海道石狩市樽川（その他）・たるかわ(そのた)

　　０６１-３３７４・北海道石狩市仲町・なかまち

　　０６１-３４８４・北海道石狩市八幡（５丁目１)・はちまん(５ちようめ１)

　　０６１-３３６１・北海道石狩市八幡（その他）・はちまん(そのた)

　　０６１-３４８０・北海道石狩市八幡町（五の沢）・はちまんちよう(ごのさわ)

　　０６１-３４８１・北海道石狩市八幡町（高岡）・はちまんちよう(たかおか)

　　０６１-３４８２・北海道石狩市八幡町（その他）・はちまんちよう(そのた)

　　０６１-３２１９・北海道石狩市花川・はなかわ



　　０６１-３２１１・北海道石狩市花川北一条・はなかわきた１じよう

　　０６１-３２１２・北海道石狩市花川北二条・はなかわきた２じよう

　　０６１-３２１３・北海道石狩市花川北三条・はなかわきた３じよう

　　０６１-３２１４・北海道石狩市花川北四条・はなかわきた４じよう

　　０６１-３２１５・北海道石狩市花川北五条・はなかわきた５じよう

　　０６１-３２１６・北海道石狩市花川北六条・はなかわきた６じよう

　　０６１-３２１７・北海道石狩市花川北七条・はなかわきた７じよう

　　０６１-３２４８・北海道石狩市花川東・はなかわひがじ

　　０６１-３２６１・北海道石狩市花川東一条・はなかわひがし１じよう

　　０６１-３２６２・北海道石狩市花川東二条・はなかわひがし２じよう

　　０６１-３２１０・北海道石狩市花川南十条・はなかわみなみ１０じよう

　　０６１-３２０１・北海道石狩市花川南一条・はなかわみなみ１じよう

　　０６１-３２０２・北海道石狩市花川南二条・はなかわみなみ２じよう

　　０６１-３２０３・北海道石狩市花川南三条・はなかわみなみ３じよう

　　０６１-３２０４・北海道石狩市花川南四条・はなかわみなみ４じよう

　　０６１-３２０５・北海道石狩市花川南五条・はなかわみなみ５じよう

　　０６１-３２０６・北海道石狩市花川南六条・はなかわみなみ６じよう

　　０６１-３２０７・北海道石狩市花川南七条・はなかわみなみ７じよう

　　０６１-３２０８・北海道石狩市花川南八条・はなかわみなみ８じよう

　　０６１-３２０９・北海道石狩市花川南九条・はなかわみなみ９じよう

　　０６１-３１１２・北海道石狩市浜益区送毛・はまますくおくりげ

　　０７７-０３５１・北海道石狩市浜益区雄冬・はまますくおふゆ

　　０６１-３１０７・北海道石狩市浜益区柏木・はまますくかしわぎ

　　０６１-３１０６・北海道石狩市浜益区川下・はまますくかわしも

　　０６１-３１０２・北海道石狩市浜益区群別・はまますくくんべつ

　　０６１-３１１３・北海道石狩市浜益区濃昼・はまますくごきびる

　　０６１-３１０９・北海道石狩市浜益区御料地・はまますくごりようち

　　０６１-３１０５・北海道石狩市浜益区千代志別・はまますくちよしべつ

　　０６１-３１０４・北海道石狩市浜益区床丹・はまますくとこたん

　　０６１-３１０１・北海道石狩市浜益区浜益・はまますくはまます

　　０６１-３１１１・北海道石狩市浜益区毘砂別・はまますくびしやべつ

　　０６１-３１０３・北海道石狩市浜益区幌・はまますくほろ

　　０６１-３１０８・北海道石狩市浜益区実田・はまますくみた

　　０６１-３３７１・北海道石狩市浜町・はままち

　　０６１-３２８１・北海道石狩市花畔一条・はﾞんなぐろ１じよう

　　０６１-３２８２・北海道石狩市花畔二条・はﾞんなぐろ２じよう

　　０６１-３２８３・北海道石狩市花畔三条・はﾞんなぐろ３じよう

　　０６１-３２８４・北海道石狩市花畔四条・はﾞんなぐろ４じよう

　　０６１-３２１８・北海道石狩市花畔（その他）・はﾞんなぐろ(そのた)

　　０６１-３３６８・北海道石狩市美登位・びとい

　　０６１-３３７８・北海道石狩市船場町・ふなはﾞちよう

　　０６１-３３７２・北海道石狩市弁天町・べんてんちよう

　　０６１-３３７５・北海道石狩市本町・ほんちよう

　　０６１-３４８３・北海道石狩市緑ケ原・みどりがはら

　　０６１-３３７６・北海道石狩市横町・よこまち

　　０６１-３２３０・北海道石狩市緑苑台中央・りよくえんだいちゆうおう

　　０６１-３２３１・北海道石狩市緑苑台西一条・りよくえんだいにし１じよう

　　０６１-３２３２・北海道石狩市緑苑台西二条・りよくえんだいにし２じよう

　　０６１-３２２１・北海道石狩市緑苑台東一条・りよくえんだいひがし１じよう

　　０６１-３２２２・北海道石狩市緑苑台東二条・りよくえんだいひがし２じよう

　　０６１-３２２３・北海道石狩市緑苑台東三条・りよくえんだいひがし３じよう

　　０６１-３３６３・北海道石狩市若生町・わかおいちよう

　　０４９-０１００・"いかにふけいさい, 北海道北斗市・以下に不掲載"・ほくとじ

　　０４１-１２４２・"いちのわたり, 北海道北斗市市渡・ほくとじ

　　０４１-１２２３・"いつほﾟんぎ, 北海道北斗市一本木"・ほくとじ

　　０４１-１２４１・"いなさと, 北海道北斗市稲里"・ほくとじ

　　０４９-０１６１・"いなり, 北海道北斗市飯生"・ほくとじ

　　０４９-０１０１・"おいわけ, 北海道北斗市追分"・ほくとじ

　　０４９-０１５２・"おしあげ, 北海道北斗市押上"・ほくとじ

　　０４１-１２１３・"かいはつ, 北海道北斗市開発"・ほくとじ

　　０４９-０１３６・"がろう, 北海道北斗市峨朗"・ほくとじ

　　０４９-０１５７・"きよかわ, 北海道北斗市清川"・ほくとじ

　　０４９-０１２１・"くねべつ, 北海道北斗市久根別"・ほくとじ

　　０４９-０１４３・"こうえんどおり, 北海道北斗市公園通"・ほくとじ

　　０４９-０１５１・"さくらたい, 北海道北斗市桜岱"・ほくとじ

　　０４１-１２２１・"しみずかわ, 北海道北斗市清水川"・ほくとじ

　　０４９-０１４２・"しようわ, 北海道北斗市昭和"・ほくとじ

　　０４１-１２１１・"しらかわ, 北海道北斗市白川"・ほくとじ

　　０４９-０１５４・"そえやま, 北海道北斗市添山"・ほくとじ

　　０４９-０１５３・"だいくがわ, 北海道北斗市大工川"・ほくとじ



　　０４９-０１３２・"だての, 北海道北斗市館野"・ほくとじ

　　０４９-０１４１・"たによじ,北海道北斗市谷好・ほくとじ

　　０４９-０１６２・"ちゆうおう, 北海道北斗市中央"・ほくとじ

　　０４１-１２２２・"ちよだ, 北海道北斗市千代田"・ほくとじ

　　０４９-０２８２・"とうべつ, 北海道北斗市当別"・ほくとじ

　　０４９-０１７１・"ときわ, 北海道北斗市常盤"・ほくとじ

　　０４９-０１３１・"とみがわ, 北海道北斗市富川"・ほくとじ

　　０４９-０１５５・"なかの, 北海道北斗市中野"・ほくとじ

　　０４９-０１５６・"なかのどおり, 北海道北斗市中野通"・ほくとじ

　　０４１-１２４３・"なかやま, 北海道北斗市中山"・ほくとじ

　　０４９-０１１１・"ななえはま, 北海道北斗市七重浜"・ほくとじ

　　０４９-０１５８・"のざき, 北海道北斗市野崎"・ほくとじ

　　０４１-１２１５・"はぎの, 北海道北斗市萩野"・ほくとじ

　　０４９-０１２２・"ひがしはま, 北海道北斗市東浜"・ほくとじ

　　０４１-１２１４・"ひがしまえ, 北海道北斗市東前"・ほくとじ

　　０４１-１２２５・"ふみつﾞき, 北海道北斗市文月"・ほくとじ

　　０４１-１２１２・"ほそいれ, 北海道北斗市細入"・ほくとじ

　　０４１-１２５１・"ほんごう, 北海道北斗市本郷"・ほくとじ

　　０４１-１２０１・"ほんちよう, 北海道北斗市本町"・ほくとじ

　　０４９-０１３５・"みずなじ,北海道北斗市水無・ほくとじ

　　０４９-０２８３・"みついじ,北海道北斗市三ツ石・ほくとじ

　　０４１-１２２４・"みなみおおの, 北海道北斗市南大野"・ほくとじ

　　０４９-０１３４・"みよじ,北海道北斗市三好・ほくとじ

　　０４１-１２３１・"むかいの, 北海道北斗市向野"・ほくとじ

　　０４１-１２２６・"むらうち, 北海道北斗市村内"・ほくとじ

　　０４１-１２４４・"むらやま, 北海道北斗市村山"・ほくとじ

　　０４９-０２８１・"もへじ, 北海道北斗市茂辺地"・ほくとじ

　　０４９-０２８５・"もへじいちのわたり, 北海道北斗市茂辺地市ノ渡"・ほくとじ

　　０４９-０１３３・"やなぎさわ, 北海道北斗市柳沢"・ほくとじ

　　０４９-０２８６・"やふらい, 北海道北斗市矢不来"・ほくとじ

　　０４９-０２８４・"ゆのさわ, 北海道北斗市湯ノ沢"・ほくとじ

　　０６１-０２００・北海道石狩郡当別町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０６１-０２０１・北海道石狩郡当別町青山・あおやま

　　０６１-０２５３・北海道石狩郡当別町青山奥二番川・あおやまおく２はﾞんがわ

　　０６１-０２５２・北海道石狩郡当別町青山奥三番川・あおやまおく３はﾞんがわ

　　０６１-０２５１・北海道石狩郡当別町青山奥四番川・あおやまおく４はﾞんがわ

　　０６１-０２５４・北海道石狩郡当別町青山中央（青山奥）・ゆうおう(あおやまおく)

　　０６１-０２３２・北海道石狩郡当別町春日町・かすがちよう

　　０６１-０２１２・北海道石狩郡当別町金沢・かなざわ

　　０６１-０２１８・北海道石狩郡当別町樺戸町・かはﾞとちよう

　　０６１-０２０７・北海道石狩郡当別町上当別・かみとうべつ

　　０６１-３７７４・北海道石狩郡当別町川下（７８２－１３)・(かわしも)

　　０６１-３７７４・北海道石狩郡当別町川下（５３６３－７～８)・(かわしも)

　　０６１-３７７４・北海道石狩郡当別町川下（５３８２－３)・(かわしも)

　　０６１-３７７４・北海道石狩郡当別町川下（５４０５－４)・(かわしも)

　　０６１-３７７４・北海道石狩郡当別町川下（５４４５～５４４６－４)

　　０６１-０２０６・北海道石狩郡当別町川下（その他）・かわしも(そのた)

　　０６１-０２１７・北海道石狩郡当別町幸町・さいわいちよう

　　０６１-０２１６・北海道石狩郡当別町栄町・さかえまち

　　０６１-３７７２・北海道石狩郡当別町獅子内・ししない

　　０６１-０２０５・北海道石狩郡当別町下川町・しもかわちよう

　　０６１-０２３３・北海道石狩郡当別町白樺町・しらかはﾞちよう

　　０６１-３７７７・北海道石狩郡当別町スウェーデンヒルズ・すうえｰでんひるず

　　０６１-０２２４・北海道石狩郡当別町末広・すえひろ

　　０６１-０２２７・北海道石狩郡当別町園生・そのお

　　０６１-３７７１・北海道石狩郡当別町高岡・たかおか

　　０６１-０２１５・北海道石狩郡当別町対雁・ついしかり

　　０６１-３７７３・北海道石狩郡当別町当別太・とうべつぶと

　　０６１-０２１１・北海道石狩郡当別町中小屋・なかごや

　　０６１-０２２６・北海道石狩郡当別町錦町・にしきまち

　　０６１-０２３４・北海道石狩郡当別町西町・にしまち

　　０６１-０２１３・北海道石狩郡当別町東裏・ひがしうら

　　０６１-０２２１・北海道石狩郡当別町東町・ひがしまち

　　００２-８０８９・北海道石狩郡当別町ビトエ（中島）・びとえ(なかじま)

　　０６１-３７７５・北海道石狩郡当別町ビトエ（その他）・びとえ(そのた)

　　０６１-３７７９・北海道石狩郡当別町太美スターライト・ふとみすたｰらいと

　　０６１-３７７６・北海道石狩郡当別町太美町・ふとみちよう

　　０６１-３７７８・北海道石狩郡当別町太美南・ふとみみなみ

　　０６１-０２０８・北海道石狩郡当別町弁華別・べんけべつ

　　０６１-０２３５・北海道石狩郡当別町北栄町・ほくえいちよう



　　０６１-０２２５・北海道石狩郡当別町美里・みさと

　　０６１-０２０３・北海道石狩郡当別町みどり野・みどりの

　　０６１-０２２８・北海道石狩郡当別町緑町・みどりまち

　　０６１-０２２２・北海道石狩郡当別町元町・もとまち

　　０６１-０２０２・北海道石狩郡当別町茂平沢・もへいざわ

　　０６１-０２２３・北海道石狩郡当別町弥生・やよい

　　０６１-０２３１・北海道石狩郡当別町六軒町・ろつけんちよう

　　０６１-０２０４・北海道石狩郡当別町若葉・わかはﾞ

　　０６１-０２１４・北海道石狩郡当別町蕨岱・わらびたい

　　０６８-１１００・北海道石狩郡新篠津村・・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０６８-１１１２・北海道石狩郡新篠津村あけぼの・ あけほﾞの

　　０６８-１１０２・北海道石狩郡新篠津村いなほ・ いなほ

　　０６８-１１０４・北海道石狩郡新篠津村かつら・ かつら

　　０６８-１１２５・北海道石狩郡新篠津村上篠津・ かみしのつ

　　０６８-１１１６・北海道石狩郡新篠津村上達布・ かみたつふﾟ

　　０６８-１１２３・北海道石狩郡新篠津村川上・ かわかみ

　　０６８-１１５２・北海道石狩郡新篠津村川下・ かわしも

　　０６８-１１３１・北海道石狩郡新篠津村基線・ きせん

　　０６８-１１３４・北海道石狩郡新篠津村宍粟・ しそう

　　０６８-１１３６・北海道石狩郡新篠津村下達布・ しもたつふﾟ

　　０６８-１１４２・北海道石狩郡新篠津村新樺・ しんかはﾞ

　　０６８-１１４６・北海道石狩郡新篠津村新高倉・ しんたかくら

　　０６８-１１３８・北海道石狩郡新篠津村新西篠津・ しんにししのつ

　　０６８-１１２１・北海道石狩郡新篠津村新湧・ しんゆう

　　０６８-１１２４・北海道石狩郡新篠津村高倉・ たかくら

　　０６８-１１４４・北海道石狩郡新篠津村拓新・ たくしん

　　０６８-１１４３・北海道石狩郡新篠津村武田・ たけだ

　　０６８-１１１１・北海道石狩郡新篠津村東明・ とうめい

　　０６８-１１２６・北海道石狩郡新篠津村豊ケ丘・ とよがおか

　　０６８-１１３２・北海道石狩郡新篠津村豊野・ とよの

　　０６８-１１３７・北海道石狩郡新篠津村中篠津・ なかしのつ

　　０６８-１１５３・北海道石狩郡新篠津村中原・ なかはら

　　０６８-１１４１・北海道石狩郡新篠津村西篠津・ にししのつ

　　０６８-１１４５・北海道石狩郡新篠津村西高倉・ にしたかくら

　　０６８-１１０３・北海道石狩郡新篠津村西の里・ にしのさと

　　０６８-１１５１・北海道石狩郡新篠津村西原・ にしはら

　　０６８-１１２７・北海道石狩郡新篠津村沼之端・ ぬまのはた

　　０６８-１１３５・北海道石狩郡新篠津村袋達布・ ふくろたつふﾟ

　　０６８-１１１３・北海道石狩郡新篠津村ふらわ・ ふらわ

　　０６８-１１３３・北海道石狩郡新篠津村平安・ へいあん

　　０６８-１１２２・北海道石狩郡新篠津村北新・ ほくしん

　　０６８-１１１５・北海道石狩郡新篠津村みずほ・ みずほ

　　０６８-１１１４・北海道石狩郡新篠津村南ケ丘・ みなみがおか

　　０６８-１１０５・北海道石狩郡新篠津村みのり・ みのり

　　０６８-１１０１・北海道石狩郡新篠津村萌出・ もえで

　　０４９-１５００・北海道松前郡松前町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０４９-１６４３・北海道松前郡松前町赤神・あかがみ

　　０４９-１５１７・北海道松前郡松前町朝日・あさひ

　　０４９-１５０４・北海道松前郡松前町愛宕・あたご

　　０４９-１５２３・北海道松前郡松前町荒谷・あらや

　　０４９-１７７１・北海道松前郡松前町江良・えら

　　０４９-１５０３・北海道松前郡松前町大磯・おおいそ

　　０４９-１５２２・北海道松前郡松前町大沢・おおさわ

　　０４９-１７８１・北海道松前郡松前町大津・おおつ

　　０４９-１５２１・北海道松前郡松前町上川・かみかわ

　　０４９-１７６１・北海道松前郡松前町神山・かみやま

　　０４９-１５０６・北海道松前郡松前町唐津・からつ

　　０４９-１７８３・北海道松前郡松前町清部・きよべ

　　０４９-１７８４・北海道松前郡松前町小浜・こはま

　　０４９-１６４２・北海道松前郡松前町札前・さつまえ

　　０４９-１６４４・北海道松前郡松前町静浦・しずうら

　　０４９-１５２４・北海道松前郡松前町白神・しらかみ

　　０４９-１７６３・北海道松前郡松前町白坂・しらさか

　　０４９-１５１３・北海道松前郡松前町神明・しんめい

　　０４９-１７８２・北海道松前郡松前町高野・たかの

　　０４９-１５０１・北海道松前郡松前町建石・たていじ

　　０４９-１６４１・北海道松前郡松前町館浜・たてはま

　　０４９-１５１５・北海道松前郡松前町月島・つきしま

　　０４９-１５１４・北海道松前郡松前町豊岡・とよおか

　　０４９-１５０７・北海道松前郡松前町西館・にしだて



　　０４９-１５０５・北海道松前郡松前町博多・はかた

　　０４９-１７６２・北海道松前郡松前町原口・はらぐち

　　０４９-１５１６・北海道松前郡松前町東山・ひがしやま

　　０４９-１５１２・北海道松前郡松前町福山・ふくやま

　　０４９-１７６４・北海道松前郡松前町二越・ふたごえ

　　０４９-１５０２・北海道松前郡松前町弁天・べんてん

　　０４９-１５１１・北海道松前郡松前町松城・まつしろ

　　０４９-１６４５・北海道松前郡松前町茂草・もぐさ

　　０４９-１３００・北海道松前郡福島町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０４９-１３２５・北海道松前郡福島町岩部・いわべ

　　０４９-１３１２・北海道松前郡福島町上町・うえまち

　　０４９-１３２３・北海道松前郡福島町浦和・うらわ

　　０４９-１３１２・北海道松前郡福島町川原町・かわらまち

　　０４９-１３２２・北海道松前郡福島町塩釜・しおがま

　　０４９-１３０１・北海道松前郡福島町白符・しらふ

　　０４９-１３３１・北海道松前郡福島町新栄町・しんえいちよう

　　０４９-１３３２・北海道松前郡福島町千軒・せんげん

　　０４９-１３１２・北海道松前郡福島町館古・たてこ

　　０４９-１４５４・北海道松前郡福島町館崎・たてさき

　　０４９-１３２１・北海道松前郡福島町月崎・つきさき

　　０４９-１４５２・北海道松前郡福島町豊浜・とよはま

　　０４９-１３１１・北海道松前郡福島町桧倉・ひくら

　　０４９-１３２４・北海道松前郡福島町日の出・ひので

　　０４９-１３０２・北海道松前郡福島町日向・ひゆうが

　　０４９-１３１２・北海道松前郡福島町福島・ふくしま

　　０４９-１３１２・北海道松前郡福島町本町・ほんちよう

　　０４９-１４５６・北海道松前郡福島町松浦・まつうら

　　０４９-１３２１・北海道松前郡福島町丸山団地・まるやまだんち

　　０４９-１３３１・北海道松前郡福島町三岳・みたけ

　　０４９-１３２１・北海道松前郡福島町緑町・みどりちよう

　　０４９-１４５１・北海道松前郡福島町宮歌・みやうた

　　０４９-１４５３・北海道松前郡福島町美山・みやま

　　０４９-１４５３・北海道松前郡福島町吉岡・よしおか

　　０４９-１３１２・北海道松前郡福島町吉田町・よしだまち

　　０４９-１４５５・北海道松前郡福島町吉野・よしの

　　０４９-１１００・北海道上磯郡知内町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０４９-１１０３・北海道上磯郡知内町重内・おもない

　　０４９-１１０５・北海道上磯郡知内町小谷石・こたにいじ

　　０４９-１１０７・北海道上磯郡知内町上雷・じようらい

　　０４９-１１０１・北海道上磯郡知内町中ノ川・なかのかわ

　　０４９-１１０６・北海道上磯郡知内町元町・もとまち

　　０４９-１１０２・北海道上磯郡知内町森越・もりこじ

　　０４９-１２２１・北海道上磯郡知内町湯ノ里・ゆのさと

　　０４９-１１０４・北海道上磯郡知内町涌元・わきもと

　　０４９-０４００・北海道上磯郡木古内町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０４９-０４０５・北海道上磯郡木古内町泉沢・いずみさわ

　　０４９-０４５４・北海道上磯郡木古内町瓜谷・うりや

　　０４９-０４０１・北海道上磯郡木古内町大釜谷・おおかまや

　　０４９-０４５３・北海道上磯郡木古内町大川・おおかわ

　　０４９-０４１２・北海道上磯郡木古内町大平・おおひら

　　０４９-０４０２・北海道上磯郡木古内町御宮野・おみやの

　　０４９-０４０３・北海道上磯郡木古内町釜谷・かまや

　　０４９-０４０４・北海道上磯郡木古内町亀川・かめかわ

　　０４９-０４３１・北海道上磯郡木古内町木古内・きこない

　　０４９-０４０８・北海道上磯郡木古内町幸連・こうれん

　　０４９-０４１１・北海道上磯郡木古内町札苅・さつかり

　　０４９-０４５１・北海道上磯郡木古内町新道・しんみち

　　０４９-０４５２・北海道上磯郡木古内町建川・たてかわ

　　０４９-０４５５・北海道上磯郡木古内町鶴岡・つるおか

　　０４９-０４４１・北海道上磯郡木古内町中野・なかの

　　０４９-０４０６・北海道上磯郡木古内町二乃岱・にのたい

　　０４９-０４０７・北海道上磯郡木古内町橋呉・はしくれ

　　０４９-０４２２・北海道上磯郡木古内町本町・ほんちよう

　　０４９-０４２１・北海道上磯郡木古内町前浜・まえはま

　　０４１-１１００・北海道亀田郡七飯町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０４１-１１３６・北海道亀田郡七飯町飯田町・いいだちよう

　　０４１-１３５２・北海道亀田郡七飯町軍川・いくさがわ

　　０４１-１１２２・北海道亀田郡七飯町大川・おおかわ

　　０４１-１１２１・北海道亀田郡七飯町大中山・おおなかやま

　　０４１-１３５４・北海道亀田郡七飯町大沼町・おおぬまちよう



　　０４１-１３５３・北海道亀田郡七飯町上軍川・かみいくさがわ

　　０４１-１１０４・北海道亀田郡七飯町上藤城・かみふじしろ

　　０４１-１１０５・北海道亀田郡七飯町桜町・さくらちよう

　　０４１-１１３４・北海道亀田郡七飯町鶴野・つるの

　　０４１-１１０２・北海道亀田郡七飯町峠下・とうげした

　　０４１-１１３２・北海道亀田郡七飯町豊田・とよだ

　　０４１-１１３３・北海道亀田郡七飯町中島・なかじま

　　０４１-１１３１・北海道亀田郡七飯町中野・なかの

　　０４１-１１１２・北海道亀田郡七飯町鳴川・なるかわ

　　０４１-１１１２・北海道亀田郡七飯町鳴川町・なるかわちよう

　　０４１-１３５５・北海道亀田郡七飯町西大沼・にしおおぬま

　　０４１-１１０１・北海道亀田郡七飯町仁山・にやま

　　０４１-１３５１・北海道亀田郡七飯町東大沼・ひがしおおぬま

　　０４１-１１０３・北海道亀田郡七飯町藤城・ふじしろ

　　０４１-１１１１・北海道亀田郡七飯町本町・ほんちよう

　　０４１-１１３５・北海道亀田郡七飯町緑町・みどりちよう

　　０４１-１４００・北海道茅部郡鹿部町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０４１-１４０１・北海道茅部郡鹿部町大岩・おおいわ

　　０４１-１４０５・北海道茅部郡鹿部町駒見・こまみ

　　０４１-１４０２・北海道茅部郡鹿部町鹿部・しかべ

　　０４１-１４０４・北海道茅部郡鹿部町本別・ほんべつ

　　０４１-１４０３・北海道茅部郡鹿部町宮浜・みやはま

　　０４９-２３００・北海道茅部郡森町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０４９-２１４２・北海道茅部郡森町赤井川・あかいがわ

　　０４９-２４６３・北海道茅部郡森町石倉町・いしくらちよう

　　０４９-２３１１・北海道茅部郡森町上台町・うわだいちよう

　　０４９-２４６５・北海道茅部郡森町蛯谷町・えびやちよう

　　０４９-２３０１・北海道茅部郡森町尾白内町・おしろないちよう

　　０４９-２３１２・北海道茅部郡森町霞台・かすみだい

　　０４９-２３２７・北海道茅部郡森町清澄町・きよずみちよう

　　０４９-２３２４・北海道茅部郡森町栗ケ丘・くりがおか

　　０４９-２１４１・北海道茅部郡森町駒ケ岳・こまがたけ

　　０４９-２３０８・北海道茅部郡森町栄町・さかえまち

　　０４９-２２２２・北海道茅部郡森町砂原・さわら

　　０４９-２２２１・北海道茅部郡森町砂原西・さわらにじ

　　０４９-２２２３・北海道茅部郡森町砂原東・さわらひがじ

　　０４９-２４６１・北海道茅部郡森町三岱・さんたい

　　０４９-２３０７・北海道茅部郡森町白川・しらかわ

　　０４９-２３０４・北海道茅部郡森町新川町・しんかわちよう

　　０４９-２３０５・北海道茅部郡森町常盤町・ときわちよう

　　０４９-２３２３・北海道茅部郡森町鳥崎町・とりざきちよう

　　０４９-２４６２・北海道茅部郡森町濁川・にごりかわ

　　０４９-２３０３・北海道茅部郡森町東森町・ひがしもりちよう

　　０４９-２３０６・北海道茅部郡森町姫川・ひめかわ

　　０４９-２３２２・北海道茅部郡森町富士見町・ふじみちよう

　　０４９-２４６４・北海道茅部郡森町本茅部町・ほんかやべちよう

　　０４９-２３２５・北海道茅部郡森町本町・ほんちよう

　　０４９-２３０２・北海道茅部郡森町港町・みなとまち

　　０４９-２３２６・北海道茅部郡森町御幸町・みゆきちよう

　　０４９-２３１３・北海道茅部郡森町森川町・もりかわちよう

　　０４９-２３２１・北海道茅部郡森町鷲ノ木町・わしのきちよう

　　０４９-３１００・北海道二海郡八雲町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０４９-３１１３・北海道二海郡八雲町相生町・あいおいちよう

　　０４９-２５６１・北海道二海郡八雲町旭丘・あさひおか

　　０４９-３１２５・北海道二海郡八雲町熱田・あつた

　　０４９-３１１５・北海道二海郡八雲町出雲町・いずもちよう

　　０４９-２５６４・北海道二海郡八雲町入沢・いりさわ

　　０４９-３１０４・北海道二海郡八雲町内浦町・うちうらちよう

　　０４９-３１２６・北海道二海郡八雲町大新・おおしん

　　０４９-２５６２・北海道二海郡八雲町落部・おとしべ

　　０４９-３１２７・北海道二海郡八雲町春日・かすが

　　０４９-２５６６・北海道二海郡八雲町上の湯・かみのゆ

　　０４９-３１２１・北海道二海郡八雲町上八雲・かみやくも

　　０４３-０３３２・北海道二海郡八雲町熊石相沼町・くまいしあいぬまちよう

　　０４３-０４０２・北海道二海郡八雲町熊石鮎川町・くまいしあゆかわちよう

　　０４３-０４１６・北海道二海郡八雲町熊石雲石町・くまいしうんせきちよう

　　０４３-０４０５・北海道二海郡八雲町熊石大谷町・くまいしおおたにちよう

　　０４３-０３３１・北海道二海郡八雲町熊石折戸町・くまいしおりとちよう

　　０４３-０３３５・北海道二海郡八雲町熊石黒岩町・くまいしくろいわちよう

　　０４３-０４０１・北海道二海郡八雲町熊石見日町・くまいしけんにちちよう



　　０４３-０４１８・北海道二海郡八雲町熊石関内町・くまいしせきないちよう

　　０４３-０４０３・北海道二海郡八雲町熊石平町・くまいしたいらちよう

　　０４３-０４０４・北海道二海郡八雲町熊石畳岩町・くまいしたたみいわちよう

　　０４３-０３３３・北海道二海郡八雲町熊石館平町・くまいしたてひらちよう

　　０４３-０３３４・北海道二海郡八雲町熊石泊川町・くまいしとまりかわちよう

　　０４３-０４１７・北海道二海郡八雲町熊石鳴神町・くまいしなるかみちよう

　　０４３-０４１９・北海道二海郡八雲町熊石西浜町・くまいしにしはまちよう

　　０４３-０４１５・北海道二海郡八雲町熊石根崎町・くまいしねさきちよう

　　０４９-３３４１・北海道二海郡八雲町黒岩・くろいわ

　　０４９-３１１７・北海道二海郡八雲町栄町・さかえちよう

　　０４９-２５６３・北海道二海郡八雲町栄浜・さかえはま

　　０４９-２６７５・北海道二海郡八雲町桜野・さくらの

　　０４９-３１０５・北海道二海郡八雲町東雲町・しののめちよう

　　０４９-２５６５・北海道二海郡八雲町下の湯・しものゆ

　　０４９-３１１２・北海道二海郡八雲町末広町・すえひろちよう

　　０４９-３１１１・北海道二海郡八雲町住初町・すみぞめちよう

　　０４９-３１２３・北海道二海郡八雲町立岩・たていわ

　　０４９-３１２１・北海道二海郡八雲町富咲・とみさき

　　０４９-３１０３・北海道二海郡八雲町豊河町・とよかわちよう

　　０４９-３１２８・北海道二海郡八雲町鉛川・なまりかわ

　　０４９-２６７２・北海道二海郡八雲町野田生・のだおい

　　０４９-３１２２・北海道二海郡八雲町花浦・はなうら

　　０４９-３１２４・北海道二海郡八雲町浜松・はままつ

　　０４９-３１０２・北海道二海郡八雲町東町・ひがしちよう

　　０４９-２６７３・北海道二海郡八雲町東野・ひがしの

　　０４９-３１０６・北海道二海郡八雲町富士見町・ふじみちよう

　　０４９-３１０７・北海道二海郡八雲町本町・ほんちよう

　　０４９-３１１４・北海道二海郡八雲町三杉町・みすぎちよう

　　０４９-３１１８・北海道二海郡八雲町緑町・みどりちよう

　　０４９-３１１６・北海道二海郡八雲町宮園町・みやぞのちよう

　　０４９-３１０１・北海道二海郡八雲町元町・もとまち

　　０４９-２６７１・北海道二海郡八雲町山越・やまこじ

　　０４９-３３４２・北海道二海郡八雲町山崎・やまざき

　　０４９-２６７４・北海道二海郡八雲町わらび野・わらびの

　　０４９-３５００・北海道山越郡長万部町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０４９-３５２１・北海道山越郡長万部町曙町・あけほﾞのちよう

　　０４９-３５１９・北海道山越郡長万部町旭浜・あさひはま

　　０４９-３５１１・北海道山越郡長万部町大浜・おおはま

　　０４９-３５２１・北海道山越郡長万部町大町・おおまち

　　０４９-３５０１・北海道山越郡長万部町大峰・おおみね

　　０４９-３５２１・北海道山越郡長万部町長万部・おしやまんべ

　　０４９-３５２１・北海道山越郡長万部町温泉町・おんせんまち

　　０４９-３５１７・北海道山越郡長万部町共立・きようりつ

　　０４９-３５１５・北海道山越郡長万部町栗岡・くりおか

　　０４９-３４６２・北海道山越郡長万部町国縫・くんぬい

　　０４９-３５１６・北海道山越郡長万部町栄原・さかえはら

　　０４９-３５１８・北海道山越郡長万部町静狩（３－１)・しずかり)

　　０４９-５１４１・北海道山越郡長万部町静狩（その他）・しずかり(そのた)

　　０４９-３５２１・北海道山越郡長万部町新開町・しんかいちよう

　　０４９-３５２１・北海道山越郡長万部町陣屋町・じんやまち

　　０４９-３５２１・北海道山越郡長万部町住吉町・すみよしちよう

　　０４９-３５２１・北海道山越郡長万部町高砂町・たかさごちよう

　　０４９-３４６５・北海道山越郡長万部町茶屋川・ちややがわ

　　０４９-３５０２・北海道山越郡長万部町知来・ちらい

　　０４９-３５１４・北海道山越郡長万部町富野・とみの

　　０４９-３４６４・北海道山越郡長万部町豊津・とよつ

　　０４９-３４６３・北海道山越郡長万部町豊野・とよの

　　０４９-３５１２・北海道山越郡長万部町中の沢・なかのさわ

　　０４９-３４６１・北海道山越郡長万部町花岡・はなおか

　　０４９-３５０４・北海道山越郡長万部町美畑・びはた

　　０４９-３５１３・北海道山越郡長万部町平里・ひらさと

　　０４９-３５０１・北海道山越郡長万部町双葉・ふたはﾞ

　　０４９-３５２１・北海道山越郡長万部町本町・ほんちよう

　　０４９-３５２１・北海道山越郡長万部町南栄町・みなみさかえちよう

　　０４９-３５２１・北海道山越郡長万部町元町・もとまち

　　０４９-３５０３・北海道山越郡長万部町蕨岱・わらびたい

　　０４３-００００・北海道檜山郡江差町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０４３-００１３・北海道檜山郡江差町朝日町・あさひちよう

　　０４３-００３１・北海道檜山郡江差町愛宕町・あたごちよう

　　０４３-００４２・北海道檜山郡江差町上野町・うえのちよう



　　０４３-００１２・北海道檜山郡江差町鰔川町・うぐいかわちよう

　　０４３-００４１・北海道檜山郡江差町姥神町・うはﾞがみちよう

　　０４３-００４６・北海道檜山郡江差町江差港北埠頭・えさしこうきたふとう

　　０４３-００１６・北海道檜山郡江差町越前町・えちぜんまち

　　０４３-００２６・北海道檜山郡江差町大澗町・おおまちよう

　　０４３-００１４・北海道檜山郡江差町小黒部町・おぐろつへﾟちよう

　　０４３-００２４・北海道檜山郡江差町尾山町・おやまちよう

　　０４３-００５７・北海道檜山郡江差町海岸町・かいがんちよう

　　０４３-００６４・北海道檜山郡江差町柏町・かしわちよう

　　０４３-００４５・北海道檜山郡江差町鴎島・かもめじま

　　０４３-００１１・北海道檜山郡江差町五厘沢町・ごりんざわちよう

　　０４３-００３２・北海道檜山郡江差町新栄町・しんえいちよう

　　０４３-００５３・北海道檜山郡江差町新地町・しんちちよう

　　０４３-００５６・北海道檜山郡江差町陣屋町・じんやちよう

　　０４３-００６５・北海道檜山郡江差町砂川・すながわ

　　０４３-００２３・北海道檜山郡江差町田沢町・たざわちよう

　　０４３-００５１・北海道檜山郡江差町津花町・つはﾞなちよう

　　０４３-００６６・北海道檜山郡江差町とど川町・とどがわちよう

　　０４３-００２５・北海道檜山郡江差町泊町・とまりちよう

　　０４３-００３３・北海道檜山郡江差町豊川町・とよかわちよう

　　０４３-００１５・北海道檜山郡江差町中網町・なかあみちよう

　　０４３-００３４・北海道檜山郡江差町中歌町・なかうたちよう

　　０４３-００６２・北海道檜山郡江差町萩の岱・はぎのたい

　　０４３-００４４・北海道檜山郡江差町橋本町・はしもとちよう

　　０４３-００３６・北海道檜山郡江差町東山・ひがしやま

　　０４３-００３５・北海道檜山郡江差町桧岱・ひのきたい

　　０４３-００２２・北海道檜山郡江差町伏木戸町・ふしきどちよう

　　０４３-００４３・北海道檜山郡江差町本町・ほんちよう

　　０４３-００５５・北海道檜山郡江差町円山・まるやま

　　０４３-００１７・北海道檜山郡江差町水堀町・みずほりちよう

　　０４３-００５４・北海道檜山郡江差町緑丘・みどりがおか

　　０４３-００６１・北海道檜山郡江差町南が丘・みなみがおか

　　０４３-００６３・北海道檜山郡江差町南浜町・みなみはまちよう

　　０４３-００５２・北海道檜山郡江差町茂尻町・もしりちよう

　　０４３-００２１・北海道檜山郡江差町柳崎町・やなぎざきちよう

　　０４９-０６００・北海道檜山郡上ノ国町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０４９-０７４１・北海道檜山郡上ノ国町石崎・いしざき

　　０４９-０６２１・北海道檜山郡上ノ国町内郷・うちごう

　　０４９-０６０７・北海道檜山郡上ノ国町扇石・おうぎいじ

　　０４９-０６０４・北海道檜山郡上ノ国町大安在・おおあんざい

　　０４９-０６０３・北海道檜山郡上ノ国町大崎・おおさき

　　０４９-０６１１・北海道檜山郡上ノ国町大留・おおどめ

　　０４９-０６０１・北海道檜山郡上ノ国町勝山・かつやま

　　０４９-０６２６・北海道檜山郡上ノ国町桂岡・かつらおか

　　０４９-０６１２・北海道檜山郡上ノ国町上ノ国・かみのくに

　　０４９-０６２２・北海道檜山郡上ノ国町北村・きたむら

　　０４９-０６０６・北海道檜山郡上ノ国町木ノ子・きのこ

　　０４９-０６０５・北海道檜山郡上ノ国町小安在・こあんざい

　　０４９-０６２７・北海道檜山郡上ノ国町小森・こもり

　　０４９-０６０８・北海道檜山郡上ノ国町汐吹・しおふき

　　０４９-０６２３・北海道檜山郡上ノ国町新村・しんむら

　　０４９-０５６１・北海道檜山郡上ノ国町神明・しんめい

　　０４９-０７４２・北海道檜山郡上ノ国町館野・たての

　　０４９-０７４３・北海道檜山郡上ノ国町小砂子・ちいさご

　　０４９-０６２５・北海道檜山郡上ノ国町豊田・とよた

　　０４９-０６２４・北海道檜山郡上ノ国町中須田・なかすだ

　　０４９-０７４４・北海道檜山郡上ノ国町早川・はやかわ

　　０４９-０５６４・北海道檜山郡上ノ国町早瀬・はやせ

　　０４９-０６０２・北海道檜山郡上ノ国町原歌・はらうた

　　０４９-０５６３・北海道檜山郡上ノ国町宮越・みやこじ

　　０４９-０６１３・北海道檜山郡上ノ国町向浜・むかいはま

　　０４９-０５６２・北海道檜山郡上ノ国町湯ノ岱・ゆのたい

　　０４３-１１００・北海道檜山郡厚沢部町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０４３-１２３２・北海道檜山郡厚沢部町相生・あいおい

　　０４３-１１１１・北海道檜山郡厚沢部町赤沼町・あかぬままち

　　０４３-１２３３・北海道檜山郡厚沢部町旭丘・あさひおか

　　０４３-１１０２・北海道檜山郡厚沢部町稲見・いなみ

　　０４３-１２３８・北海道檜山郡厚沢部町鶉・うずら

　　０４３-１２３７・北海道檜山郡厚沢部町鶉町・うずらまち

　　０４３-１１０４・北海道檜山郡厚沢部町上里・かみさと



　　０４３-１１１６・北海道檜山郡厚沢部町上の山・かみのやま

　　０４３-１２３４・北海道檜山郡厚沢部町木間内・きまない

　　０４３-１２３１・北海道檜山郡厚沢部町共和・きようわ

　　０４３-１１０１・北海道檜山郡厚沢部町清水・しみず

　　０４３-１３６１・北海道檜山郡厚沢部町社の山（中の沢）・(なかのさわ)

　　０４３-１２３６・北海道檜山郡厚沢部町社の山（その他）・ま(そのた)

　　０４３-１３６４・北海道檜山郡厚沢部町城丘・しろおか

　　０４３-１３６７・北海道檜山郡厚沢部町新栄・しんえい

　　０４３-１１１３・北海道檜山郡厚沢部町新町・しんまち

　　０４３-１３６２・北海道檜山郡厚沢部町須賀・すが

　　０４３-１１０３・北海道檜山郡厚沢部町滝野・たきの

　　０４３-１３５１・北海道檜山郡厚沢部町館町・たてまち

　　０４３-１２３５・北海道檜山郡厚沢部町峠下・とうげした

　　０４３-１３６６・北海道檜山郡厚沢部町当路・とうろ

　　０４３-１１１８・北海道檜山郡厚沢部町富栄・とみえい

　　０４３-１３６３・北海道檜山郡厚沢部町富里・とみさと

　　０４３-１３６８・北海道檜山郡厚沢部町中館・なかたて

　　０４３-１１１４・北海道檜山郡厚沢部町本町・ほんちよう

　　０４３-１１１５・北海道檜山郡厚沢部町松園町・まつぞのまち

　　０４３-１１１２・北海道檜山郡厚沢部町緑町・みどりまち

　　０４３-１３６５・北海道檜山郡厚沢部町南館町・みなみたてまち

　　０４３-１１１７・北海道檜山郡厚沢部町美和・みわ

　　０４３-０１００・北海道爾志郡乙部町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０４３-０１１６・北海道爾志郡乙部町旭岱・あさひたい

　　０４３-０１１４・北海道爾志郡乙部町元和・げんな

　　０４３-０１１２・北海道爾志郡乙部町栄野・さかえの

　　０４３-０１１３・北海道爾志郡乙部町栄浜・さかえはま

　　０４３-０２３３・北海道爾志郡乙部町潮見・しおみ

　　０４３-０１０１・北海道爾志郡乙部町滝瀬・たきせ

　　０４３-０１０４・北海道爾志郡乙部町館浦・たてうら

　　０４３-０１１５・北海道爾志郡乙部町富岡・とみおか

　　０４３-０２３１・北海道爾志郡乙部町豊浜・とよはま

　　０４３-０１１１・北海道爾志郡乙部町鳥山・とりやま

　　０４３-０２３２・北海道爾志郡乙部町花磯・はないそ

　　０４３-０１１７・北海道爾志郡乙部町姫川・ひめかわ

　　０４３-０２３４・北海道爾志郡乙部町三ツ谷・みつや

　　０４３-０１０３・北海道爾志郡乙部町緑町・みどりまち

　　０４３-０１０２・北海道爾志郡乙部町元町・もとまち

　　０４３-１４００・北海道奥尻郡奥尻町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０４３-１５２１・北海道奥尻郡奥尻町青苗・あおなえ

　　０４３-１４０２・北海道奥尻郡奥尻町赤石・あかいじ

　　０４３-１４０５・北海道奥尻郡奥尻町稲穂・いなほ

　　０４３-１４０１・北海道奥尻郡奥尻町奥尻・おくしり

　　０４３-１４０３・北海道奥尻郡奥尻町球浦・たまうら

　　０４３-１５２２・北海道奥尻郡奥尻町富里・とみさと

　　０４３-１５２３・北海道奥尻郡奥尻町松江・まつえ

　　０４３-１４０４・北海道奥尻郡奥尻町宮津・みやつ

　　０４３-１５２５・北海道奥尻郡奥尻町湯浜（神威脇）・ゆのはま(かむいわき)

　　０４３-１５２５・北海道奥尻郡奥尻町湯浜（幌内）・(ほろない)

　　０４３-１４０６・北海道奥尻郡奥尻町湯浜（その他）・ゆのはま(そのた)

　　０４３-１５２４・北海道奥尻郡奥尻町米岡・よねおか

　　０４９-４３００・北海道瀬棚郡今金町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０４９-４３０３・北海道瀬棚郡今金町曙町・あけほﾞのちよう

　　０４９-４３１２・北海道瀬棚郡今金町旭町・あさひちよう

　　０４９-４３０１・北海道瀬棚郡今金町東町・あずまちよう

　　０４９-４３２５・北海道瀬棚郡今金町稲穂・いなほ

　　０４９-４３０８・北海道瀬棚郡今金町今金・いまかね

　　０４９-４１５５・北海道瀬棚郡今金町奥沢・おくさわ

　　０４９-４３２７・北海道瀬棚郡今金町神丘・かみおか

　　０４９-４１５７・北海道瀬棚郡今金町上種川・かみたねがわ

　　０４９-４３０４・北海道瀬棚郡今金町寒昇・かんのほﾞり

　　０４９-４３３５・北海道瀬棚郡今金町金原・きんはﾞら

　　０４９-４３１１・北海道瀬棚郡今金町栄町・さかえちよう

　　０４９-４３２６・北海道瀬棚郡今金町商工団地・しようこうだんち

　　０４９-４３１４・北海道瀬棚郡今金町昭和町・しようわちよう

　　０４９-４３３２・北海道瀬棚郡今金町白石・しらいじ

　　０４９-４３１５・北海道瀬棚郡今金町末広町・すえひろちよう

　　０４９-４３２１・北海道瀬棚郡今金町鈴岡・すずおか

　　０４９-４３３６・北海道瀬棚郡今金町鈴金・すずかね

　　０４９-４１５６・北海道瀬棚郡今金町住吉・すみよじ



　　０４９-４３０６・北海道瀬棚郡今金町高美町・たかみちよう

　　０４９-４３３１・北海道瀬棚郡今金町田代・たしろ

　　０４９-４３２４・北海道瀬棚郡今金町種川・たねかわ

　　０４９-４３３７・北海道瀬棚郡今金町豊田・とよた

　　０４９-４１５４・北海道瀬棚郡今金町中里・なかさと

　　０４９-４３０５・北海道瀬棚郡今金町南栄町・なんえいちよう

　　０４９-４３３３・北海道瀬棚郡今金町日進・につしん

　　０４９-４３０７・北海道瀬棚郡今金町八幡町・はちまんちよう

　　０４９-４１５３・北海道瀬棚郡今金町花石・はないじ

　　０４９-４３２３・北海道瀬棚郡今金町光台・ひかりだい

　　０４９-４３０２・北海道瀬棚郡今金町日の出町・ひのでちよう

　　０４９-４１５１・北海道瀬棚郡今金町美利河・ひﾟりか

　　０４９-４３１３・北海道瀬棚郡今金町本町・ほんちよう

　　０４９-４３２２・北海道瀬棚郡今金町御影・みかげ

　　０４９-４３１７・北海道瀬棚郡今金町緑町・みどりちよう

　　０４９-４３１６・北海道瀬棚郡今金町南町・みなみちよう

　　０４９-４１５２・北海道瀬棚郡今金町宮島・みやじま

　　０４９-４３３４・北海道瀬棚郡今金町八束・やつか

　　０４９-４３１８・北海道瀬棚郡今金町大和町・やまとちよう

　　０４９-４５００・北海道久遠郡せたな町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０４９-４５１３・北海道久遠郡せたな町北檜山区愛知・きたひやまくあいち

　　０４９-４４３１・北海道久遠郡せたな町北檜山区小倉山・きたひやまくおぐらやま

　　０４９-４５１５・北海道久遠郡せたな町北檜山区兜野・きたひやまくかぶとの

　　０４９-４５０１・北海道久遠郡せたな町北檜山区北檜山・きたひやまくきたひやま

　　０４９-４５１６・北海道久遠郡せたな町北檜山区共和・きたひやまくきようわ

　　０４９-４７５３・北海道久遠郡せたな町北檜山区小川・きたひやまくこがわ

　　０４９-４７５１・北海道久遠郡せたな町北檜山区栄・きたひやまくさかえ

　　０４９-４５１８・北海道久遠郡せたな町北檜山区新成・きたひやまくしんせい

　　０４９-４５１２・北海道久遠郡せたな町北檜山区徳島・きたひやまくとくしま

　　０４９-４７５５・北海道久遠郡せたな町北檜山区富里・きたひやまくとみさと

　　０４９-４５１４・北海道久遠郡せたな町北檜山区豊岡・きたひやまくとよおか

　　０４９-４４３４・北海道久遠郡せたな町北檜山区西丹羽・きたひやまくにしにわ

　　０４９-４４３３・北海道久遠郡せたな町北檜山区丹羽・きたひやまくにわ

　　０４９-４４３２・北海道久遠郡せたな町北檜山区東丹羽・きたひやまくひがしにわ

　　０４９-４７５４・北海道久遠郡せたな町北檜山区二俣・きたひやまくふたまた

　　０４９-４５１７・北海道久遠郡せたな町北檜山区太櫓・きたひやまくふとろ

　　０４９-４５１１・北海道久遠郡せたな町北檜山区松岡・きたひやまくまつおか

　　０４９-４７５２・北海道久遠郡せたな町北檜山区若松・きたひやまくわかまつ

　　０４９-４８２４・北海道久遠郡せたな町瀬棚区北島歌・せたなくきたしまうた

　　０４９-４８２７・北海道久遠郡せたな町瀬棚区共和・せたなくきようわ

　　０４９-４８２１・北海道久遠郡せたな町瀬棚区三本杉・せたなくさんほﾞんすぎ

　　０４９-４８２３・北海道久遠郡せたな町瀬棚区島歌・せたなくしまうた

　　０４９-４８２５・北海道久遠郡せたな町瀬棚区西大里・せたなくにしおおさと

　　０４９-４８２６・北海道久遠郡せたな町瀬棚区東大里・せたなくひがしおおさと

　　０４９-４８１６・北海道久遠郡せたな町瀬棚区本町・せたなくほんちよう

　　０４９-４８０１・北海道久遠郡せたな町瀬棚区本町（１区）・せたなくほんちよう

　　０４９-４８０２・北海道久遠郡せたな町瀬棚区本町（２区）・せたなくほんちよう

　　０４９-４８０３・北海道久遠郡せたな町瀬棚区本町（３区）・せたなくほんちよう

　　０４９-４８０４・北海道久遠郡せたな町瀬棚区本町（４区）・せたなくほんちよう

　　０４９-４８０５・北海道久遠郡せたな町瀬棚区本町（５区）・せたなくほんちよう

　　０４９-４８１１・北海道久遠郡せたな町瀬棚区本町（６区）・せたなくほんちよう

　　０４９-４８１２・北海道久遠郡せたな町瀬棚区本町（７区）・せたなくほんちよう

　　０４９-４８１３・北海道久遠郡せたな町瀬棚区本町（８区）・せたなくほんちよう

　　０４９-４８１４・北海道久遠郡せたな町瀬棚区本町（９区）・せたなくほんちよう

　　０４９-４８１５・北海道久遠郡せたな町瀬棚区本町（１０区）・せたなくほんちよう

　　０４９-４８２８・北海道久遠郡せたな町瀬棚区南川・せたなくみなみかわ

　　０４９-４８２２・北海道久遠郡せたな町瀬棚区元浦・せたなくもとうら

　　０４３-０５０１・北海道久遠郡せたな町大成区太田・たいせいくおおた

　　０４３-０５１５・北海道久遠郡せたな町大成区貝取澗・たいせいくかいとりま

　　０４３-０５０３・北海道久遠郡せたな町大成区上浦・たいせいくかみうら

　　０４３-０５１１・北海道久遠郡せたな町大成区久遠・たいせいくくどお

　　０４３-０５０２・北海道久遠郡せたな町大成区富磯・たいせいくとみいそ

　　０４３-０４２１・北海道久遠郡せたな町大成区長磯・たいせいくながいそ

　　０４３-０５１２・北海道久遠郡せたな町大成区花歌・たいせいくはなうた

　　０４３-０５１４・北海道久遠郡せたな町大成区平浜・たいせいくひらはま

　　０４３-０５０５・北海道久遠郡せたな町大成区本陣・たいせいくほんじん

　　０４３-０５０４・北海道久遠郡せたな町大成区都・たいせいくみやこ

　　０４３-０５１３・北海道久遠郡せたな町大成区宮野・たいせいくみやの

　　０４８-０６００・北海道島牧郡島牧村・・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０４８-０６０２・北海道島牧郡島牧村歌島・ うたしま



　　０４８-０６２３・北海道島牧郡島牧村江の島・ えのしま

　　０４８-０６１３・北海道島牧郡島牧村大平・ おおびら

　　０４８-０６１１・北海道島牧郡島牧村栄磯・ さかえいそ

　　０４８-０６３４・北海道島牧郡島牧村栄浜・ さかえはま

　　０４８-０６３１・北海道島牧郡島牧村千走・ ちわせ

　　０４８-０６２１・北海道島牧郡島牧村泊・ とまり

　　０４８-０６０１・北海道島牧郡島牧村富浦・ とみうら

　　０４８-０６１２・北海道島牧郡島牧村豊浜・ とよはま

　　０４８-０６２２・北海道島牧郡島牧村豊平・ とよひら

　　０４８-０６１４・北海道島牧郡島牧村永豊町・ ながとよまち

　　０４８-０６３３・北海道島牧郡島牧村原歌町・ はらうたまち

　　０４８-０６０３・北海道島牧郡島牧村本目・ ほんめ

　　０４８-０６０４・北海道島牧郡島牧村港・ みなと

　　０４８-０６３２・北海道島牧郡島牧村元町・ もとまち

　　０４８-０４００・北海道寿都郡寿都町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０４８-０３５１・北海道寿都郡寿都町磯谷町・いそやちよう

　　０４８-０４１２・北海道寿都郡寿都町岩崎町・いわさきちよう

　　０４８-０４１５・北海道寿都郡寿都町歌棄町・うたすつちよう

　　０４８-０４０４・北海道寿都郡寿都町大磯町・おおいそちよう

　　０４８-０４０５・北海道寿都郡寿都町開進町・かいしんちよう

　　０４８-０４０１・北海道寿都郡寿都町新栄町・しんえいちよう

　　０４８-０４１３・北海道寿都郡寿都町樽岸町・たるきしちよう

　　０４８-０４０６・北海道寿都郡寿都町渡島町・としまちよう

　　０４８-０４０３・北海道寿都郡寿都町政泊町・まさどまりちよう

　　０４８-０４０２・北海道寿都郡寿都町矢追町・やおいちよう

　　０４８-０４１４・北海道寿都郡寿都町湯別町・ゆべつちよう

　　０４８-０４１１・北海道寿都郡寿都町六条町・ろくじようちよう

　　０４８-０１００・北海道寿都郡黒松内町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０４８-０１３６・北海道寿都郡黒松内町赤井川・あかいかわ

　　０４８-０１１６・北海道寿都郡黒松内町旭野・あさひの

　　０４８-０１２４・北海道寿都郡黒松内町五十嵐・いがらじ

　　０４８-０１１４・北海道寿都郡黒松内町歌才・うたさい

　　０４８-０１３３・北海道寿都郡黒松内町大谷地・おおやち

　　０４８-０１１２・北海道寿都郡黒松内町貝殻・かいから

　　０４８-０１３５・北海道寿都郡黒松内町角十・かくじゆう

　　０４８-０１４５・北海道寿都郡黒松内町上大成・かみたいせい

　　０４８-０１４１・北海道寿都郡黒松内町上豊幌・かみとよほろ

　　０４８-０１２６・北海道寿都郡黒松内町北作開・きたさつかい

　　０４８-０１０１・北海道寿都郡黒松内町黒松内・くろまつない

　　０４８-０１３４・北海道寿都郡黒松内町白井川・しろいかわ

　　０４８-０１２２・北海道寿都郡黒松内町白炭・しろずみ

　　０４８-０１１７・北海道寿都郡黒松内町添別・そいべつ

　　０４８-０１４３・北海道寿都郡黒松内町大成・たいせい

　　０４８-０１３２・北海道寿都郡黒松内町チョポシナイ・ちよほﾟしない

　　０４８-０１４２・北海道寿都郡黒松内町東栄・とうえい

　　０４８-０１１３・北海道寿都郡黒松内町豊幌・とよほろ

　　０４８-０１１１・北海道寿都郡黒松内町中里・なかさと

　　０４８-０１２３・北海道寿都郡黒松内町中ノ川・なかのかわ

　　０４８-０１３１・北海道寿都郡黒松内町西熱郛原野・にしねつふﾟげんや

　　０４８-０１１５・北海道寿都郡黒松内町西沢・にしのさわ

　　０４８-０１２１・北海道寿都郡黒松内町熱郛・ねつふﾟ

　　０４８-０１３７・北海道寿都郡黒松内町婆沢・はﾞはﾞさわ

　　０４８-０１４４・北海道寿都郡黒松内町東川・ひがしかわ

　　０４８-０１２７・北海道寿都郡黒松内町南作開・みなみさつかい

　　０４８-０１２５・北海道寿都郡黒松内町目名・めな

　　０４８-１３００・北海道磯谷郡蘭越町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０４８-１２５１・北海道磯谷郡蘭越町相生・あいおい

　　０４８-１２６５・北海道磯谷郡蘭越町鮎川・あゆかわ

　　０４８-１３０５・北海道磯谷郡蘭越町大谷・おおたに

　　０４８-１３１６・北海道磯谷郡蘭越町大曲・おおまがり

　　０４８-１３１４・北海道磯谷郡蘭越町御成・おなり

　　０４８-１２６２・北海道磯谷郡蘭越町貝川・かいかわ

　　０４８-１３１３・北海道磯谷郡蘭越町上里・かみさと

　　０４８-１２５４・北海道磯谷郡蘭越町上目名・かみめな

　　０４８-１３１５・北海道磯谷郡蘭越町共栄・きようえい

　　０４８-１３２３・北海道磯谷郡蘭越町黄金・こがね

　　０４８-１３２１・北海道磯谷郡蘭越町昆布温泉・こんぶおんせん

　　０４８-１３０２・北海道磯谷郡蘭越町昆布町・こんぶまち

　　０４８-１３２５・北海道磯谷郡蘭越町栄・さかえ

　　０４８-１２５２・北海道磯谷郡蘭越町讃岐・さぬき



　　０４８-１２６４・北海道磯谷郡蘭越町清水・しみず

　　０４８-１２５３・北海道磯谷郡蘭越町田下・たしも

　　０４８-１３０３・北海道磯谷郡蘭越町立川・たちかわ

　　０４８-１３２６・北海道磯谷郡蘭越町富岡・とみおか

　　０４８-１３２４・北海道磯谷郡蘭越町豊国・とよくに

　　０４８-１３０７・北海道磯谷郡蘭越町トンカラ・とんから

　　０４８-１３０７・北海道磯谷郡蘭越町名駒町・なこままち

　　０４８-１３２７・北海道磯谷郡蘭越町新見・にいみ

　　０４８-１３１６・北海道磯谷郡蘭越町初田・はつた

　　０４８-１３２２・北海道磯谷郡蘭越町日出・ひので

　　０４８-１３１２・北海道磯谷郡蘭越町冷水・ひやみず

　　０４８-１２６３・北海道磯谷郡蘭越町三笠・みかさ

　　０４８-１３０４・北海道磯谷郡蘭越町水上・みずかみ

　　０４８-１３１２・北海道磯谷郡蘭越町三和・みつわ

　　０４８-１３４１・北海道磯谷郡蘭越町港町・みなとまち

　　０４８-１２６１・北海道磯谷郡蘭越町目名町・めなまち

　　０４８-１３２１・北海道磯谷郡蘭越町湯里・ゆのさと

　　０４８-１３１１・北海道磯谷郡蘭越町吉国・よしくに

　　０４８-１３０６・北海道磯谷郡蘭越町淀川・よどがわ

　　０４８-１３０１・北海道磯谷郡蘭越町蘭越町・らんこしまち

　　０４８-１５００・北海道虻田郡ニセコ町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０４８-１５３１・北海道虻田郡ニセコ町有島・ありしま

　　０４８-１５６２・北海道虻田郡ニセコ町桂台・かつらだい

　　０４８-１５５３・北海道虻田郡ニセコ町黒川・くろかわ

　　０４８-１５４２・北海道虻田郡ニセコ町近藤・こんどう

　　０４８-１５５１・北海道虻田郡ニセコ町里見・さとみ

　　０４８-１５２２・北海道虻田郡ニセコ町曽我・そが

　　０４８-１５１２・北海道虻田郡ニセコ町中央通・ちゆうおうどおり

　　０４８-１５５４・北海道虻田郡ニセコ町富川・とみかわ

　　０４８-１５４３・北海道虻田郡ニセコ町豊里・とよさと

　　０４８-１５６３・北海道虻田郡ニセコ町西富・にしとみ

　　０４８-１５１１・北海道虻田郡ニセコ町ニセコ・にせこ

　　０４８-１５２１・北海道虻田郡ニセコ町東山・ひがしやま

　　０４８-１５６１・北海道虻田郡ニセコ町福井・ふくい

　　０４８-１５０１・北海道虻田郡ニセコ町富士見・ふじみ

　　０４８-１５０２・北海道虻田郡ニセコ町本通・ほんどおり

　　０４８-１５５２・北海道虻田郡ニセコ町宮田・みやた

　　０４８-１５４４・北海道虻田郡ニセコ町元町・もとまち

　　０４８-１５４１・北海道虻田郡ニセコ町羊蹄・ようてい

　　０４８-１６００・北海道虻田郡真狩村・・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０４８-１６０２・北海道虻田郡真狩村泉・ いずみ

　　０４８-１６２２・北海道虻田郡真狩村加野・ かの

　　０４８-１６２４・北海道虻田郡真狩村神里・ かみさと

　　０４８-１６２３・北海道虻田郡真狩村川崎・ かわさき

　　０４８-１６０３・北海道虻田郡真狩村共明・ きようめい

　　０４８-１６１４・北海道虻田郡真狩村桜川・ さくらがわ

　　０４８-１６０４・北海道虻田郡真狩村富里・ とみさと

　　０４８-１６２１・北海道虻田郡真狩村豊川・ とよかわ

　　０４８-１６１３・北海道虻田郡真狩村南部・ なんぶ

　　０４８-１６１１・北海道虻田郡真狩村光・ ひかり

　　０４８-１６３１・北海道虻田郡真狩村真狩・ まつかり

　　０４８-１６１５・北海道虻田郡真狩村緑岡・ みどりおか

　　０４８-１６０１・北海道虻田郡真狩村美原・ みはら

　　０４８-１６１２・"北海道虻田郡真狩村, 見晴"・みはらじ

　　０４８-１６０５・北海道虻田郡真狩村社・ やしろ

　　０４８-１７００・北海道虻田郡留寿都村・・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０４８-１７５２・北海道虻田郡留寿都村旭野・ あさひの

　　０４８-１７１１・北海道虻田郡留寿都村泉川・ いずみかわ

　　０４８-１７２２・北海道虻田郡留寿都村黒田・ くろだ

　　０４８-１７２３・北海道虻田郡留寿都村三ノ原・ さんのはら

　　０４８-１７１２・北海道虻田郡留寿都村豊岡・ とよおか

　　０４８-１７４１・北海道虻田郡留寿都村西ノ原・ にしのはら

　　０４８-１７５１・北海道虻田郡留寿都村登・ のほﾞり

　　０４８-１７２４・北海道虻田郡留寿都村三豊・ みとよ

　　０４８-１７２１・北海道虻田郡留寿都村向丘・ むかいおか

　　０４８-１７３１・北海道虻田郡留寿都村留寿都・ るすつ

　　０４４-０２００・北海道虻田郡喜茂別町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０４４-０２１５・北海道虻田郡喜茂別町相川・あいかわ

　　０４４-０２０１・北海道虻田郡喜茂別町旭町・あさひちよう

　　０４４-０２０１・北海道虻田郡喜茂別町大町・おおまち



　　０４４-０４５４・北海道虻田郡喜茂別町金山・かなやま

　　０４４-０４５１・北海道虻田郡喜茂別町上尻別・かみしりべつ

　　０４４-０２２３・北海道虻田郡喜茂別町川上・かわかみ

　　０４４-０２０１・北海道虻田郡喜茂別町喜茂別・きもべつ

　　０４４-０４５３・北海道虻田郡喜茂別町共栄・きようさかえ

　　０４４-０２０１・北海道虻田郡喜茂別町幸町・さいわいちよう

　　０４４-０２２２・北海道虻田郡喜茂別町栄・さかえ

　　０４４-０２１４・北海道虻田郡喜茂別町尻別・しりべつ

　　０４４-０２０１・北海道虻田郡喜茂別町末広町・すえひろちよう

　　０４４-０４５１・北海道虻田郡喜茂別町鈴川・すずかわ

　　０４４-０２２４・北海道虻田郡喜茂別町知来別・ちらいべつ

　　０４４-０４６１・北海道虻田郡喜茂別町中里・なかさと

　　０４４-０４６２・北海道虻田郡喜茂別町花丘・はなおか

　　０４４-０２１３・北海道虻田郡喜茂別町比羅岡・ひらおか

　　０４４-０４５２・北海道虻田郡喜茂別町福丘・ふくおか

　　０４４-０４６１・北海道虻田郡喜茂別町福里・ふくさと

　　０４４-０２２５・北海道虻田郡喜茂別町福島・ふくしま

　　０４４-０２２１・北海道虻田郡喜茂別町伏見・ふしみ

　　０４４-０２１１・北海道虻田郡喜茂別町富士見台・ふじみだい

　　０４４-０４６３・北海道虻田郡喜茂別町双葉・ふたはﾞ

　　０４４-０２０１・北海道虻田郡喜茂別町本町・ほんちよう

　　０４４-０４５３・北海道虻田郡喜茂別町御園・みその

　　０４４-０２０１・北海道虻田郡喜茂別町緑町・みどりちよう

　　０４４-０２１２・北海道虻田郡喜茂別町留産・るさん

　　０４４-０１００・北海道虻田郡京極町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０４４-０１２２・北海道虻田郡京極町大富・おおとみ

　　０４４-０１１２・北海道虻田郡京極町春日・かすが

　　０４４-０１３１・北海道虻田郡京極町川西・かわにじ

　　０４４-０１１１・北海道虻田郡京極町北岡・きたおか

　　０４４-０１０１・北海道虻田郡京極町京極・きようごく

　　０４４-０１３２・北海道虻田郡京極町更進・こうしん

　　０４４-０１２５・北海道虻田郡京極町東花・とうか

　　０４４-０１２４・北海道虻田郡京極町錦・にしき

　　０４４-０１１３・北海道虻田郡京極町松川・まつかわ

　　０４４-０１２１・北海道虻田郡京極町三崎・みさき

　　０４４-０１２３・北海道虻田郡京極町脇方・わきかた

　　０４４-００００・北海道虻田郡倶知安町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０４４-００８３・北海道虻田郡倶知安町旭・あさひ

　　０４４-００６４・北海道虻田郡倶知安町出雲・いずも

　　０４４-００８２・北海道虻田郡倶知安町岩尾別・いわおべつ

　　０４４-００７８・北海道虻田郡倶知安町樺山・かはﾞやま

　　０４４-００７１・北海道虻田郡倶知安町寒別・かんべつ

　　０４４-０００１・北海道虻田郡倶知安町北一条東・きた１じようひがじ

　　０４４-００５１・北海道虻田郡倶知安町北一条西・きた１じようにじ

　　０４４-０００２・北海道虻田郡倶知安町北二条東・きた２じようひがじ

　　０４４-００５２・北海道虻田郡倶知安町北二条西・きた２じようにじ

　　０４４-０００３・北海道虻田郡倶知安町北三条東・きた３じようひがじ

　　０４４-００５３・北海道虻田郡倶知安町北三条西・きた３じようにじ

　　０４４-０００４・北海道虻田郡倶知安町北四条東・きた４じようひがじ

　　０４４-００５４・北海道虻田郡倶知安町北四条西・きた４じようにじ

　　０４４-０００５・北海道虻田郡倶知安町北五条東・きた５じようひがじ

　　０４４-００５５・北海道虻田郡倶知安町北五条西・きた５じようにじ

　　０４４-０００６・北海道虻田郡倶知安町北六条東・きた６じようひがじ

　　０４４-００５６・北海道虻田郡倶知安町北六条西・きた６じようにじ

　　０４４-０００７・北海道虻田郡倶知安町北七条東・きた７じようひがじ

　　０４４-００５７・北海道虻田郡倶知安町北七条西・きた７じようにじ

　　０４４-００６６・北海道虻田郡倶知安町琴平・ことひら

　　０４４-００６３・北海道虻田郡倶知安町末広・すえひろ

　　０４４-００７６・北海道虻田郡倶知安町高砂・たかさご

　　０４４-００６５・北海道虻田郡倶知安町高見・たかみ

　　０４４-００７４・北海道虻田郡倶知安町巽・たつみ

　　０４４-００８５・北海道虻田郡倶知安町峠下・とうげした

　　０４４-００７３・北海道虻田郡倶知安町豊岡・とよおか

　　０４４-００８４・北海道虻田郡倶知安町花園・はなぞの

　　０４４-００７７・北海道虻田郡倶知安町比羅夫・ひらふ

　　０４４-００７５・北海道虻田郡倶知安町富士見・ふじみ

　　０４４-００６２・北海道虻田郡倶知安町扶桑・ふそう

　　０４４-００６７・北海道虻田郡倶知安町瑞穂・みずほ

　　０４４-００６８・北海道虻田郡倶知安町緑・みどり

　　０４４-００１１・北海道虻田郡倶知安町南一条東・みなみ１じようひがじ



　　０４４-００３１・北海道虻田郡倶知安町南一条西・みなみ１じようにじ

　　０４４-００１２・北海道虻田郡倶知安町南二条東・みなみ２じようひがじ

　　０４４-００３２・北海道虻田郡倶知安町南二条西・みなみ２じようにじ

　　０４４-００１３・北海道虻田郡倶知安町南三条東・みなみ３じようひがじ

　　０４４-００３３・北海道虻田郡倶知安町南三条西・みなみ３じようにじ

　　０４４-００１４・北海道虻田郡倶知安町南四条東・みなみ４じようひがじ

　　０４４-００３４・北海道虻田郡倶知安町南四条西・みなみ４じようにじ

　　０４４-００１５・北海道虻田郡倶知安町南五条東・みなみ５じようひがじ

　　０４４-００３５・北海道虻田郡倶知安町南五条西・みなみ５じようにじ

　　０４４-００１６・北海道虻田郡倶知安町南六条東・みなみ６じようひがじ

　　０４４-００３６・北海道虻田郡倶知安町南六条西・みなみ６じようにじ

　　０４４-００２１・北海道虻田郡倶知安町南七条東・みなみ７じようひがじ

　　０４４-００４１・北海道虻田郡倶知安町南七条西・みなみ７じようにじ

　　０４４-００２２・北海道虻田郡倶知安町南八条東・みなみ８じようひがじ

　　０４４-００４２・北海道虻田郡倶知安町南八条西・みなみ８じようにじ

　　０４４-００２３・北海道虻田郡倶知安町南九条東・みなみ９じようひがじ

　　０４４-００４３・北海道虻田郡倶知安町南九条西・みなみ９じようにじ

　　０４４-００２４・北海道虻田郡倶知安町南十条東・みなみ１０じようひがじ

　　０４４-００４４・北海道虻田郡倶知安町南十条西・みなみ１０じようにじ

　　０４４-００２５・北海道虻田郡倶知安町南十一条東・みなみ１１じようひがじ

　　０４４-００４５・北海道虻田郡倶知安町南十一条西・みなみ１１じようにじ

　　０４４-００７２・北海道虻田郡倶知安町八幡・やはた

　　０４４-００８１・北海道虻田郡倶知安町山田・やまだ

　　０４４-００６１・北海道虻田郡倶知安町大和・やまと

　　０４８-２２００・北海道岩内郡共和町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０４５-００３２・北海道岩内郡共和町老古美・おいこみ

　　０４８-２１４３・北海道岩内郡共和町国富・くにとみ

　　０４８-２１４２・北海道岩内郡共和町小沢・こざわ

　　０４５-０１２２・北海道岩内郡共和町発足・はつたり

　　０４５-０１２１・北海道岩内郡共和町幌似・ほろに

　　０４８-２２０１・北海道岩内郡共和町前田・まえだ

　　０４８-２２０２・北海道岩内郡共和町南幌似・みなみほろに

　　０４５-０１２３・北海道岩内郡共和町宮丘・みやおか

　　０４５-００３１・北海道岩内郡共和町梨野舞納・りやむない

　　０４８-２１４１・北海道岩内郡共和町ワイス・わいす

　　０４５-００００・北海道岩内郡岩内町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０４５-００２３・北海道岩内郡岩内町相生・あいおい

　　０４５-０００１・北海道岩内郡岩内町大浜・おおはま

　　０４５-００２２・北海道岩内郡岩内町清住・きよずみ

　　０４５-００１１・北海道岩内郡岩内町栄・さかえ

　　０４５-００２５・北海道岩内郡岩内町敷島内・しきしまない

　　０４５-００１３・北海道岩内郡岩内町高台・たかだい

　　０４５-００２４・北海道岩内郡岩内町野束・のつﾞか

　　０４５-０００２・北海道岩内郡岩内町東山・ひがしやま

　　０４５-０００３・北海道岩内郡岩内町万代・まんだい

　　０４５-００２６・北海道岩内郡岩内町御崎・みさき

　　０４５-００１２・北海道岩内郡岩内町宮園・みやぞの

　　０４５-００２１・北海道岩内郡岩内町大和・やまと

　　０４５-０２００・北海道古宇郡泊村・・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０４５-０２０５・北海道古宇郡泊村興志内村・ おきしないむら

　　０４５-０２０２・北海道古宇郡泊村茅沼村・ かやぬまむら

　　０４５-０２０４・北海道古宇郡泊村盃村・ さかずきむら

　　０４５-０２０３・北海道古宇郡泊村泊村・ とまりむら

　　０４５-０２０１・北海道古宇郡泊村堀株村・ ほりかつふﾟむら

　　０４５-０３００・北海道古宇郡神恵内村・・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０４５-０３０２・北海道古宇郡神恵内村赤石村・ あかいしむら

　　０４５-０３０１・北海道古宇郡神恵内村神恵内村・ かもえないむら

　　０４５-０３０３・北海道古宇郡神恵内村珊内村・ さんないむら

　　０４６-０２００・北海道積丹郡積丹町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０４６-０３２７・北海道積丹郡積丹町入舸町・いりかちよう

　　０４６-０３２１・北海道積丹郡積丹町神岬町・こうざきちよう

　　０４６-０３２４・北海道積丹郡積丹町西河町・にしかわちよう

　　０４６-０３２５・北海道積丹郡積丹町野塚町・のつﾞかちよう

　　０４６-０２０１・北海道積丹郡積丹町美国町・びくにちよう

　　０４６-０３２６・北海道積丹郡積丹町日司町・ひつﾞかちよう

　　０４６-０２０２・北海道積丹郡積丹町婦美町・ふみちよう

　　０４６-０３２８・北海道積丹郡積丹町幌武意町・ほろむいちよう

　　０４６-０３２２・北海道積丹郡積丹町余別町・よべつちよう

　　０４６-０３２３・北海道積丹郡積丹町来岸町・らいきしちよう

　　０４６-０１００・北海道古平郡古平町・以下に不掲載・ いかにふけいさい



　　０４６-０１０４・北海道古平郡古平町入船町・いりふねちよう

　　０４６-０１３２・北海道古平郡古平町歌棄町・うたすつちよう

　　０４６-０１３３・北海道古平郡古平町沖町・おきちよう

　　０４６-０１１１・北海道古平郡古平町群来町・くきちよう

　　０４６-０１３１・北海道古平郡古平町沢江町・さわえちよう

　　０４６-０１１２・北海道古平郡古平町新地町・しんちちよう

　　０４６-０１２１・北海道古平郡古平町浜町・はまちよう

　　０４６-０１０３・北海道古平郡古平町本町・ほんちよう

　　０４６-０１０２・北海道古平郡古平町丸山町・まるやまちよう

　　０４６-０１０１・北海道古平郡古平町御崎町・みさきちよう

　　０４６-０１１３・北海道古平郡古平町港町・みなとまち

　　０４８-２４００・北海道余市郡仁木町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０４８-２４０１・北海道余市郡仁木町旭台・あさひだい

　　０４８-２４０２・北海道余市郡仁木町大江（１丁目、２丁目「６５１番地」以外、

　　０４８-２４０２・北海道余市郡仁木町大江（１丁目、２丁目「６６２番地」以外、

　　０４８-２４０２・北海道余市郡仁木町大江（１丁目、２丁目「６６８番地」以外、

　　０４８-２４０２・北海道余市郡仁木町大江（３丁目５、・おおえ１

　　０４８-２４０２・北海道余市郡仁木町大江（３丁目１、・おおえ１

　　０４８-２４０２・北海道余市郡仁木町大江（１丁目、３－４)・おおえ

　　０４８-２４０２・北海道余市郡仁木町大江（１丁目、２０)・おおえ

　　０４８-２４０２・北海道余市郡仁木町大江（１丁目、６７８)・おおえ

　　０４８-２４０２・北海道余市郡仁木町大江（１丁目、６８７)・おおえ

　　０４８-２３３１・北海道余市郡仁木町大江（２丁目、６５１番地、

　　０４８-２３３１・北海道余市郡仁木町大江（３丁目１０３・おおえ

　　０４８-２３３１・北海道余市郡仁木町大江（３丁目１１８、・おおえ

　　０４８-２３３１・北海道余市郡仁木町大江（２丁目６６２番地・おおえ

　　０４８-２３３１・北海道余市郡仁木町大江（２丁目６６８番地・おおえ

　　０４８-２３３１・北海道余市郡仁木町大江（２丁目２１０)・おおえ

　　０４８-２３３１・北海道余市郡仁木町大江（２丁目２５４)・おおえ

　　０４８-２３３１・北海道余市郡仁木町大江（２丁目２６７)・おおえ

　　０４８-２３３１・北海道余市郡仁木町大江（２丁目３７２)・おおえ

　　０４８-２３３１・北海道余市郡仁木町大江（２丁目４４４)・おおえ

　　０４８-２３３１・北海道余市郡仁木町大江（２丁目４６９)・おおえ

　　０４８-２３３４・北海道余市郡仁木町尾根内・おねない

　　０４８-２４０５・北海道余市郡仁木町北町・きたまち

　　０４８-２３３５・北海道余市郡仁木町銀山・ぎんざん

　　０４８-２４０３・北海道余市郡仁木町然別・しかりべつ

　　０４８-２４０４・北海道余市郡仁木町砥の川・とのかわ

　　０４８-２３３２・北海道余市郡仁木町長沢西・ながさわにじ

　　０４８-２３３３・北海道余市郡仁木町長沢南・ながさわみなみ

　　０４８-２４０６・北海道余市郡仁木町西町・にしまち

　　０４８-２４１１・北海道余市郡仁木町東町・ひがしまち

　　０４８-２４１２・北海道余市郡仁木町東町緑ケ丘・ひがしまちみどりがおか

　　０４８-２４１３・北海道余市郡仁木町南町・みなみまち

　　０４６-００００・北海道余市郡余市町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０４６-００１５・北海道余市郡余市町朝日町・あさひちよう

　　０４６-００１１・北海道余市郡余市町入舟町・いりふねちよう

　　０４６-００２３・北海道余市郡余市町梅川町・うめかわちよう

　　０４６-０００４・北海道余市郡余市町大川町・おおかわちよう

　　０４６-０００３・北海道余市郡余市町黒川町・くろかわちよう

　　０４６-０００１・北海道余市郡余市町栄町・さかえまち

　　０４６-００２２・北海道余市郡余市町沢町・さわまち

　　０４６-００３３・北海道余市郡余市町潮見町・しおみちよう

　　０４６-００３１・北海道余市郡余市町白岩町・しろいわちよう

　　０４６-００２５・北海道余市郡余市町富沢町・とみさわちよう

　　０４６-００１３・北海道余市郡余市町豊丘町・とよおかちよう

　　０４６-００３２・北海道余市郡余市町豊浜町・とよはまちよう

　　０４６-０００２・北海道余市郡余市町登町・のほﾞりちよう

　　０４６-００２１・北海道余市郡余市町浜中町・はまなかちよう

　　０４６-００１４・北海道余市郡余市町美園町・みそのちよう

　　０４６-００２４・北海道余市郡余市町港町・みなとまち

　　０４６-００１２・北海道余市郡余市町山田町・やまだちよう

　　０４６-０５００・北海道余市郡赤井川村・・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０４６-０５０１・北海道余市郡赤井川村赤井川・ あかいがわ

　　０４６-０５３１・北海道余市郡赤井川村旭丘・ あさひおか

　　０４６-０５２１・北海道余市郡赤井川村池田・ いけだ

　　０４６-０５６１・北海道余市郡赤井川村落合・ おちあい

　　０４６-０５７１・北海道余市郡赤井川村常盤・ ときわ

　　０４６-０５５１・北海道余市郡赤井川村轟・ とどろき

　　０４６-０５３２・北海道余市郡赤井川村富田・ とみた



　　０４６-０５１１・北海道余市郡赤井川村日ノ出・ ひので

　　０４６-０５４２・北海道余市郡赤井川村曲川・ まがりかわ

　　０４６-０５４１・北海道余市郡赤井川村都・ みやこ

　　０４６-０５５２・北海道余市郡赤井川村明治・ めいじ

　　０４６-０５１２・"北海道余市郡赤井川村, 山梨"・やまなじ

　　０６９-０２００・北海道空知郡南幌町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０６９-０２３９・北海道空知郡南幌町稲穂・いなほ

　　０６９-０２３１・北海道空知郡南幌町北町・きたまち

　　０６９-０２３７・北海道空知郡南幌町栄町・さかえまち

　　０６９-０２３５・北海道空知郡南幌町中央・ちゆうおう

　　０６９-０２３６・北海道空知郡南幌町西町・にしまち

　　０６９-０２３３・北海道空知郡南幌町東町・ひがしまち

　　０６９-０２３４・北海道空知郡南幌町美園・みその

　　０６９-０２３２・北海道空知郡南幌町緑町・みどりまち

　　０６９-０２０７・北海道空知郡南幌町南７線西・みなみ７せんにじ

　　０６９-０２０８・北海道空知郡南幌町南８線西・みなみ８せんにじ

　　０６９-０２０９・北海道空知郡南幌町南９線西・みなみ９せんにじ

　　０６９-０２１０・北海道空知郡南幌町南１０線西・みなみ１０せんにじ

　　０６９-０２１１・北海道空知郡南幌町南１１線西・みなみ１１せんにじ

　　０６９-０２１２・北海道空知郡南幌町南１２線西・みなみ１２せんにじ

　　０６９-０２１３・北海道空知郡南幌町南１３線西・みなみ１３せんにじ

　　０６９-０２１４・北海道空知郡南幌町南１４線西・みなみ１４せんにじ

　　０６９-０２１５・北海道空知郡南幌町南１５線西・みなみ１５せんにじ

　　０６９-０２１６・北海道空知郡南幌町南１６線西・みなみ１６せんにじ

　　０６９-０２１７・北海道空知郡南幌町南１７線西・みなみ１７せんにじ

　　０６９-０２１８・北海道空知郡南幌町南１８線西・みなみ１８せんにじ

　　０６９-０２１９・北海道空知郡南幌町南１９線西・みなみ１９せんにじ

　　０６９-０２２０・北海道空知郡南幌町南２０線西・みなみ２０せんにじ

　　０６９-０２２１・北海道空知郡南幌町南２１線西・みなみ２１せんにじ

　　０６９-０２３８・北海道空知郡南幌町元町・もとまち

　　０７９-０３００・北海道空知郡奈井江町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０７９-０３０１・北海道空知郡奈井江町厳島・いつくしま

　　０７９-０３１２・北海道空知郡奈井江町北町・きたまち

　　０７９-０３１６・北海道空知郡奈井江町キナウスナイ・きなうすない

　　０７９-０３１５・北海道空知郡奈井江町高島・たかしま

　　０７９-０３０５・北海道空知郡奈井江町茶志内・ちやしない

　　０７９-０３０２・北海道空知郡奈井江町白山・はくさん

　　０７９-０３０６・北海道空知郡奈井江町東町・ひがしまち

　　０７９-０３１３・北海道空知郡奈井江町本町・ほんまち

　　０７９-０３１７・北海道空知郡奈井江町瑞穂・みずほ

　　０７９-０３１４・北海道空知郡奈井江町南町・みなみまち

　　０７９-０３０４・北海道空知郡奈井江町宮村・みやむら

　　０７９-０３０３・北海道空知郡奈井江町向ケ丘・むこうがおか

　　０７９-０３１１・北海道空知郡奈井江町大和・やまと

　　０７３-０２００・北海道空知郡上砂川町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０７３-０２０５・北海道空知郡上砂川町朝駒・あさこま

　　０７３-０２１２・北海道空知郡上砂川町鶉・うずら

　　０７３-０２２１・北海道空知郡上砂川町鶉本町・うずらほんちよう

　　０７３-０２２２・北海道空知郡上砂川町下鶉・しもうずら

　　０７３-０２０１・北海道空知郡上砂川町中央・ちゆうおう

　　０７３-０２０３・北海道空知郡上砂川町中町・なかまち

　　０７３-０２１１・北海道空知郡上砂川町東鶉・ひがしうずら

　　０７３-０２０２・北海道空知郡上砂川町東町・ひがしまち

　　０７３-０２０６・北海道空知郡上砂川町東山・ひがしやま

　　０７３-０２０４・北海道空知郡上砂川町本町・ほんまち

　　０７３-０２１３・北海道空知郡上砂川町緑が丘・みどりがおか

　　０６９-１２００・北海道夕張郡由仁町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０６９-１２１１・北海道夕張郡由仁町岩内・いわない

　　０６９-１２０７・北海道夕張郡由仁町馬追・うまおい

　　０６９-１１４１・北海道夕張郡由仁町川端・かわはﾞた

　　０６９-１２１５・北海道夕張郡由仁町熊本（１０)

　　０６９-１２１５・北海道夕張郡由仁町熊本（３８番地

　　０６９-１２１５・北海道夕張郡由仁町熊本（３１４番地

　　０６９-１２１５・北海道夕張郡由仁町熊本（６２３番地

　　０６９-１２１５・北海道夕張郡由仁町熊本（６２６番地

　　０６９-１１３６・北海道夕張郡由仁町熊本（その他）・くまもと(そのた)

　　０６９-１２１７・北海道夕張郡由仁町光栄・こうえい

　　０６９-１２０４・北海道夕張郡由仁町新光・しんこう

　　０６９-１２０５・北海道夕張郡由仁町中央・ちゆうおう

　　０６９-１２０３・北海道夕張郡由仁町東栄・とうえい



　　０６９-１２１９・北海道夕張郡由仁町東光・とうこう

　　０６９-１１４３・北海道夕張郡由仁町中三川・なかみかわ

　　０６９-１２１４・北海道夕張郡由仁町西三川（１)・にしみかわ

　　０６９-１２１４・北海道夕張郡由仁町西三川（１７)・にしみかわ

　　０６９-１１３５・北海道夕張郡由仁町西三川（その他）・にしみかわ(そのた)

　　０６９-１１４２・北海道夕張郡由仁町東三川・ひがしみかわ

　　０６９-１２１８・北海道夕張郡由仁町伏見・ふしみ

　　０６９-１２０２・北海道夕張郡由仁町古川・ふるかわ

　　０６９-１２１６・北海道夕張郡由仁町古山・ふるさん

　　０６９-１２０１・北海道夕張郡由仁町北栄・ほくえい

　　０６９-１２０６・北海道夕張郡由仁町本町・ほんまち

　　０６９-１１３３・北海道夕張郡由仁町三川旭町・みかわあさひまち

　　０６９-１１３１・北海道夕張郡由仁町三川泉町・みかわいずみまち

　　０６９-１１３２・北海道夕張郡由仁町三川錦町・みかわにしきまち

　　０６９-１１３４・北海道夕張郡由仁町三川緑町・みかわみどりまち

　　０６９-１２１３・北海道夕張郡由仁町本三川（８９)・もとみかわ

　　０６９-１２１３・北海道夕張郡由仁町本三川（２１０)・もとみかわ

　　０６９-１２１３・北海道夕張郡由仁町本三川（２１２)・もとみかわ

　　０６９-１１４４・北海道夕張郡由仁町本三川（その他）・もとみかわ(そのた)

　　０６９-１２０８・北海道夕張郡由仁町山形・やまがた

　　０６９-１２１２・北海道夕張郡由仁町山桝・やまます

　　０６９-１３００・北海道夕張郡長沼町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０６９-１３３５・北海道夕張郡長沼町あかね・あかね

　　０６９-１３４４・北海道夕張郡長沼町曙町・あけほﾞのちよう

　　０６９-１３４３・北海道夕張郡長沼町旭町・あさひまち

　　０６９-１３２１・北海道夕張郡長沼町馬追・うまおい

　　０６９-１３２２・北海道夕張郡長沼町馬追原野・うまおいげんや

　　０６９-１３１６・北海道夕張郡長沼町加賀団体・かがだんたい

　　０６９-１３３６・北海道夕張郡長沼町川沿・かわぞい

　　０６９-１３０４・北海道夕張郡長沼町北市区・きたいちく

　　０６９-１３４７・北海道夕張郡長沼町北町・きたまち

　　０６９-１３２９・北海道夕張郡長沼町木詰・きつﾞまり

　　０６９-１３３１・北海道夕張郡長沼町銀座・ぎんざ

　　０６９-１３３６・北海道夕張郡長沼町栄町・さかえまち

　　０６９-１３２０・北海道夕張郡長沼町市街地・しがいち

　　０６９-１３４５・北海道夕張郡長沼町しらかば・しらかはﾞ

　　０６９-１３３２・北海道夕張郡長沼町中央・ちゆうおう

　　０６９-１３３４・北海道夕張郡長沼町錦町北・にしきまちきた

　　０６９-１３３４・北海道夕張郡長沼町錦町南・にしきまちみなみ

　　０６９-１３４６・北海道夕張郡長沼町西町・にしまち

　　０６９-１３１８・北海道夕張郡長沼町西１線北・にし１せんきた

　　０６９-１４７１・北海道夕張郡長沼町西１線南・にし１せんみなみ

　　０６９-１３１８・北海道夕張郡長沼町西２線北・にし２せんきた

　　０６９-１４７２・北海道夕張郡長沼町西２線南・にし２せんみなみ

　　０６９-１３１８・北海道夕張郡長沼町西３線北・にし３せんきた

　　０６９-１４７３・北海道夕張郡長沼町西３線南・にし３せんみなみ

　　０６９-１３１８・北海道夕張郡長沼町西４線北・にし４せんきた

　　０６９-１４７４・北海道夕張郡長沼町西４線南・にし４せんみなみ

　　０６９-１３１８・北海道夕張郡長沼町西５線北・にし５せんきた

　　０６９-１４７５・北海道夕張郡長沼町西５線南・にし５せんみなみ

　　０６９-１３１８・北海道夕張郡長沼町西６線北・にし６せんきた

　　０６９-１４７６・北海道夕張郡長沼町西６線南・にし６せんみなみ

　　０６９-１３１８・北海道夕張郡長沼町西７線北・にし７せんきた

　　０６９-１４７７・北海道夕張郡長沼町西７線南・にし７せんみなみ

　　０６９-１３１８・北海道夕張郡長沼町西８線北・にし８せんきた

　　０６９-１４７８・北海道夕張郡長沼町西８線南・にし８せんみなみ

　　０６９-１４７９・北海道夕張郡長沼町西９線南・にし９せんみなみ

　　０６９-１４８０・北海道夕張郡長沼町西１０線南・にし１０せんみなみ

　　０６９-１４８１・北海道夕張郡長沼町西１１線南・にし１１せんみなみ

　　０６９-１４８２・北海道夕張郡長沼町西１２線南・にし１２せんみなみ

　　０６９-１４８３・北海道夕張郡長沼町西１３線南・にし１３せんみなみ

　　０６９-１４８４・北海道夕張郡長沼町西１４線南・にし１４せんみなみ

　　０６９-１３４２・北海道夕張郡長沼町東町・ひがしまち

　　０６９-１３１７・北海道夕張郡長沼町東１線北・ひがし１せんきた

　　０６９-１４５１・北海道夕張郡長沼町東１線南・ひがし１せんみなみ

　　０６９-１３１７・北海道夕張郡長沼町東２線北・ひがし２せんきた

　　０６９-１４５２・北海道夕張郡長沼町東２線南・ひがし２せんみなみ

　　０６９-１３１７・北海道夕張郡長沼町東３線北・ひがし３せんきた

　　０６９-１４５３・北海道夕張郡長沼町東３線南・ひがし３せんみなみ

　　０６９-１３１７・北海道夕張郡長沼町東４線北・ひがし４せんきた



　　０６９-１４５４・北海道夕張郡長沼町東４線南・ひがし４せんみなみ

　　０６９-１３１７・北海道夕張郡長沼町東５線北・ひがし５せんきた

　　０６９-１４５５・北海道夕張郡長沼町東５線南・ひがし５せんみなみ

　　０６９-１３１７・北海道夕張郡長沼町東６線北・ひがし６せんきた

　　０６９-１４５６・北海道夕張郡長沼町東６線南・ひがし６せんみなみ

　　０６９-１３１７・北海道夕張郡長沼町東７線北・ひがし７せんきた

　　０６９-１４５７・北海道夕張郡長沼町東７線南・ひがし７せんみなみ

　　０６９-１３１７・北海道夕張郡長沼町東８線北・ひがし８せんきた

　　０６９-１４５８・北海道夕張郡長沼町東８線南・ひがし８せんみなみ

　　０６９-１３１７・北海道夕張郡長沼町東９線北・ひがし９せんきた

　　０６９-１４５９・北海道夕張郡長沼町東９線南・ひがし９せんみなみ

　　０６９-１３１７・北海道夕張郡長沼町東１０線北・ひがし１０せんきた

　　０６９-１４６０・北海道夕張郡長沼町東１０線南・ひがし１０せんみなみ

　　０６９-１３１７・北海道夕張郡長沼町東１１線北・ひがし１１せんきた

　　０６９-１４６１・北海道夕張郡長沼町東１１線南・ひがし１１せんみなみ

　　０６９-１４６２・北海道夕張郡長沼町東１２線南・ひがし１２せんみなみ

　　０６９-１４６３・北海道夕張郡長沼町東１３線南・ひがし１３せんみなみ

　　０６９-１３１１・北海道夕張郡長沼町フシコ・ふしこ

　　０６９-１４６４・北海道夕張郡長沼町幌内・ほろない

　　０６９-１３２９・北海道夕張郡長沼町幌向原野・ほろむいげんや

　　０６９-１３３３・北海道夕張郡長沼町本町・ほんちよう

　　０６９-１３１５・北海道夕張郡長沼町南町・みなみまち

　　０６９-１３４１・北海道夕張郡長沼町宮下・みやした

　　０６９-１３０１・北海道夕張郡長沼町１区・１く

　　０６９-１３０２・北海道夕張郡長沼町２区・２く

　　０６９-１３０３・北海道夕張郡長沼町３区・３く

　　０６９-１３０４・北海道夕張郡長沼町４区・４く

　　０６９-１３０５・北海道夕張郡長沼町５区・５く

　　０６９-１３０６・北海道夕張郡長沼町６区・６く

　　０６９-１３０７・北海道夕張郡長沼町７区・７く

　　０６９-１３０８・北海道夕張郡長沼町８区・８く

　　０６９-１３０９・北海道夕張郡長沼町９区・９く

　　０６９-１３１０・北海道夕張郡長沼町１０区・１０く

　　０６９-１３１１・北海道夕張郡長沼町１１区・１１く

　　０６９-１３１２・北海道夕張郡長沼町１２区・１２く

　　０６９-１３１３・北海道夕張郡長沼町１３区・１３く

　　０６９-１３１４・北海道夕張郡長沼町１４区・１４く

　　０６９-１３１５・北海道夕張郡長沼町１５区・１５く

　　０６９-１３１６・北海道夕張郡長沼町１６区・１６く

　　０６９-１３２９・北海道夕張郡長沼町２９区・２９く

　　０６９-１４８５・北海道夕張郡長沼町３０区・３０く

　　０６９-１５００・北海道夕張郡栗山町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０６９-１５１３・北海道夕張郡栗山町朝日・あさひ

　　０６９-１５０７・北海道夕張郡栗山町旭台・あさひだい

　　０６８-０３５１・北海道夕張郡栗山町阿野呂・あのろ

　　０６９-１５０３・北海道夕張郡栗山町雨煙別・うえんべつ

　　０６８-０３５２・北海道夕張郡栗山町大井分・おおいわけ

　　０６９-１５２４・北海道夕張郡栗山町角田・かくた

　　０６９-１５０４・北海道夕張郡栗山町北学田・きたがくでん

　　０６９-１５０６・北海道夕張郡栗山町杵臼・きなうす

　　０６９-１５２３・北海道夕張郡栗山町共和・きようわ

　　０６９-１５０１・北海道夕張郡栗山町桜丘・さくらおか

　　０６８-０３５８・北海道夕張郡栗山町桜山（２００)・さくらやま

　　０６８-０３５８・北海道夕張郡栗山町桜山（２６９)・さくらやま

　　０６９-１５０５・北海道夕張郡栗山町桜山（その他）・さくらやま(そのた)

　　０６８-０３６１・北海道夕張郡栗山町滝下・たきした

　　０６９-１５１１・北海道夕張郡栗山町中央・ちゆうおう

　　０６８-０３５３・北海道夕張郡栗山町継立・つぎたて

　　０６９-１５２２・北海道夕張郡栗山町中里・なかさと

　　０６９-１５２１・北海道夕張郡栗山町錦・にしき

　　０６９-１５０２・北海道夕張郡栗山町鳩山・はとやま

　　０６８-０３５４・北海道夕張郡栗山町日出・ひので

　　０６９-１５２６・北海道夕張郡栗山町富士・ふじ

　　０６９-１５０５・北海道夕張郡栗山町本沢・ほんさわ

　　０６９-１５１２・北海道夕張郡栗山町松風・まつかぜ

　　０６８-０３６２・北海道夕張郡栗山町円山・まるやま

　　０６８-０３６３・北海道夕張郡栗山町円山東山・まるやまひがしやま

　　０６９-１５２５・北海道夕張郡栗山町三日月・みかつﾞき

　　０６８-０３５５・北海道夕張郡栗山町御園・みその

　　０６９-１５０３・北海道夕張郡栗山町緑丘・みどりおか



　　０６８-０３５６・北海道夕張郡栗山町南角田・みなみかくた

　　０６８-０３５７・北海道夕張郡栗山町南学田・みなみがくでん

　　０６９-１５０２・北海道夕張郡栗山町森・もり

　　０６９-１５０８・北海道夕張郡栗山町湯地・ゆち

　　０６１-０５００・北海道樺戸郡月形町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０６１-０５１８・北海道樺戸郡月形町赤川・あかがわ

　　０６１-０５１４・北海道樺戸郡月形町麻生・あざぶ

　　０６８-１２３１・北海道樺戸郡月形町雁里・かりさと

　　０６１-０５１７・北海道樺戸郡月形町北郷・きたごう

　　０６１-０５０２・北海道樺戸郡月形町北農場・きたのうじよう

　　０６１-０５２７・北海道樺戸郡月形町共和・きようわ

　　０６１-０５０８・北海道樺戸郡月形町厚栄・こうえい

　　０６１-０５１５・北海道樺戸郡月形町五耕地山・ごこうちやま

　　０６１-０５０５・北海道樺戸郡月形町札比内・さつひﾟない

　　０６１-０５１２・北海道樺戸郡月形町市南・しなん

　　０６１-０５１１・北海道樺戸郡月形町市北・しほく

　　０６１-０５２３・北海道樺戸郡月形町昭栄・しようえい

　　０６１-０５２５・北海道樺戸郡月形町新栄・しんえい

　　０６１-０５０６・北海道樺戸郡月形町新宮・しんぐう

　　０６１-０５０１・北海道樺戸郡月形町新生・しんせい

　　０６１-０５２６・北海道樺戸郡月形町新田・しんでん

　　０６１-０５０４・北海道樺戸郡月形町新富・しんとみ

　　０６１-０５１６・北海道樺戸郡月形町知来乙・ちらいおつ

　　０６１-０５２８・北海道樺戸郡月形町月ケ岡・つきがおか

　　０６１-０５２９・北海道樺戸郡月形町月ヶ杜・つきがもり

　　０６１-０５２２・北海道樺戸郡月形町月浜・つきはま

　　０６１-０５０３・北海道樺戸郡月形町豊ケ丘・とよがおか

　　０６１-０５１３・北海道樺戸郡月形町農事会・のうじかい

　　０６１-０５２１・北海道樺戸郡月形町南耕地・みなみこうち

　　０６１-０５０７・北海道樺戸郡月形町南札比内・みなみさつひﾟない

　　０６１-０５２４・北海道樺戸郡月形町南新田・みなみしんでん

　　０６１-０６００・北海道樺戸郡浦臼町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０６１-０６１１・北海道樺戸郡浦臼町浦臼第１・うらうすだい１

　　０６１-０６１２・北海道樺戸郡浦臼町浦臼第２・うらうすだい２

　　０６１-０６１３・北海道樺戸郡浦臼町浦臼第３・うらうすだい３

　　０６１-０６１４・北海道樺戸郡浦臼町浦臼第４・うらうすだい４

　　０６１-０６１５・北海道樺戸郡浦臼町浦臼第５・うらうすだい５

　　０６１-０６１６・北海道樺戸郡浦臼町浦臼第６・うらうすだい６

　　０６１-０６１７・北海道樺戸郡浦臼町浦臼第７・うらうすだい７

　　０６１-０６１８・北海道樺戸郡浦臼町浦臼第８・うらうすだい８

　　０６１-０６２１・北海道樺戸郡浦臼町晩生内第１・おそきないだい１

　　０６１-０６２２・北海道樺戸郡浦臼町晩生内第２・おそきないだい２

　　０６１-０６２３・北海道樺戸郡浦臼町晩生内第３・おそきないだい３

　　０６１-０６０１・北海道樺戸郡浦臼町鶴沼第１・つるぬまだい１

　　０６１-０６０２・北海道樺戸郡浦臼町鶴沼第２・つるぬまだい２

　　０６１-０６０３・北海道樺戸郡浦臼町鶴沼第３・つるぬまだい３

　　０７３-１１００・北海道樺戸郡新十津川町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０７３-１３２１・北海道樺戸郡新十津川町学園・がくえん

　　０７３-１１０５・北海道樺戸郡新十津川町花月・かげつ

　　０７３-１１０１・北海道樺戸郡新十津川町士寸・しすん

　　０７３-１１０６・北海道樺戸郡新十津川町総進・そうしん

　　０７３-１１０３・北海道樺戸郡新十津川町中央・ちゆうおう

　　０７３-１１０７・北海道樺戸郡新十津川町トップ・とつふﾟ

　　０７３-１３２３・北海道樺戸郡新十津川町幌加・ほろか

　　０７８-２６５１・北海道樺戸郡新十津川町美沢・みさわ

　　０７３-１１０２・北海道樺戸郡新十津川町大和・やまと

　　０７３-０１８１・北海道樺戸郡新十津川町弥生（堤防用地）・(ていほﾞうようち)

　　０７３-１１０４・北海道樺戸郡新十津川町弥生（その他）・(そのた)

　　０７３-１３２２・北海道樺戸郡新十津川町吉野・よしの

　　０７９-０５００・北海道雨竜郡妹背牛町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０７９-０５０１・北海道雨竜郡妹背牛町１区・１く

　　０７９-０５０２・北海道雨竜郡妹背牛町２区・２く

　　０７９-０５０３・北海道雨竜郡妹背牛町３区・３く

　　０７９-０５０４・北海道雨竜郡妹背牛町４区・４く

　　０７９-０５０５・北海道雨竜郡妹背牛町５区・５く

　　０７９-０５０６・北海道雨竜郡妹背牛町６区・６く

　　０７９-０５０７・北海道雨竜郡妹背牛町７区・７く

　　０７９-０５０８・北海道雨竜郡妹背牛町８区・８く

　　０７９-０５０９・北海道雨竜郡妹背牛町９区・９く

　　０７９-０５１０・北海道雨竜郡妹背牛町１０区・１０く



　　０７９-０５１１・北海道雨竜郡妹背牛町１１区・１１く

　　０７８-２１００・北海道雨竜郡秩父別町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０７８-２１２１・北海道雨竜郡秩父別町滝の上・たきのかみ

　　０７８-２１２２・北海道雨竜郡秩父別町中山・なかやま

　　０７８-２１２３・北海道雨竜郡秩父別町東山・ひがしやま

　　０７８-２１２４・北海道雨竜郡秩父別町南山・みなみやま

　　０７８-２１１１・北海道雨竜郡秩父別町南１条・みなみ１じよう

　　０７８-２１１２・北海道雨竜郡秩父別町南２条・みなみ２じよう

　　０７８-２１０１・北海道雨竜郡秩父別町１条・１じよう

　　０７８-２１０２・北海道雨竜郡秩父別町２条・２じよう

　　０７８-２１０３・北海道雨竜郡秩父別町３条・３じよう

　　０７８-２１０４・北海道雨竜郡秩父別町４条・４じよう

　　０７８-２１０５・北海道雨竜郡秩父別町５条・５じよう

　　０７８-２１０６・北海道雨竜郡秩父別町６条・６じよう

　　０７８-２１０７・北海道雨竜郡秩父別町７条・７じよう

　　０７８-２１０８・北海道雨竜郡秩父別町８条・８じよう

　　０７８-２１０９・北海道雨竜郡秩父別町９条・９じよう

　　０７８-２６００・北海道雨竜郡雨竜町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０７８-２６３１・北海道雨竜郡雨竜町第１町内・だい１ちようない

　　０７８-２６３２・北海道雨竜郡雨竜町第２町内・だい２ちようない

　　０７８-２６３３・北海道雨竜郡雨竜町第３町内・だい３ちようない

　　０７８-２６３４・北海道雨竜郡雨竜町第４町内・だい４ちようない

　　０７８-２５３１・北海道雨竜郡雨竜町第５町内（３）・だい５ちようない

　　０７８-２６３５・北海道雨竜郡雨竜町第５町内（その他）・(そのた)

　　０７８-２６３６・北海道雨竜郡雨竜町第６町内・だい６ちようない

　　０７８-２６３７・北海道雨竜郡雨竜町第７町内・だい７ちようない

　　０７８-２６３８・北海道雨竜郡雨竜町第８町内・だい８ちようない

　　０７８-２６３９・北海道雨竜郡雨竜町第９町内・だい９ちようない

　　０７８-２６４１・北海道雨竜郡雨竜町第１０町内・だい１０ちようない

　　０７８-２６４２・北海道雨竜郡雨竜町第１１町内・だい１１ちようない

　　０７８-２５００・北海道雨竜郡北竜町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０７８-２５１１・北海道雨竜郡北竜町板谷・いたや

　　０７８-２５０２・北海道雨竜郡北竜町岩村・いわむら

　　０７８-２５１４・北海道雨竜郡北竜町恵岱別・えたいべつ

　　０７８-２５１６・北海道雨竜郡北竜町西川・にしかわ

　　０７８-２５０１・北海道雨竜郡北竜町美葉牛・びはﾞうじ

　　０７８-２５０３・北海道雨竜郡北竜町碧水・へきすい

　　０７８-２５１３・北海道雨竜郡北竜町三谷・みたに

　　０７８-２５１２・北海道雨竜郡北竜町和・やわら

　　０７８-２５１５・北海道雨竜郡北竜町竜西・りゆうさい

　　０７８-２２００・北海道雨竜郡沼田町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０７８-２２０１・北海道雨竜郡沼田町旭町・あさひまち

　　０７８-２２２４・北海道雨竜郡沼田町恵比島・えびしま

　　０７８-２２０５・北海道雨竜郡沼田町北一条・きた１じよう

　　０７８-２２１３・北海道雨竜郡沼田町共成・きようせい

　　０７８-２２１１・北海道雨竜郡沼田町更新・こうしん

　　０７８-２２１４・北海道雨竜郡沼田町高穂・たかほ

　　０７８-２２１２・北海道雨竜郡沼田町東予・とうよ

　　０７８-２２０４・北海道雨竜郡沼田町西町・にしまち

　　０７８-２２２２・北海道雨竜郡沼田町沼田・ぬまた

　　０７８-２２２３・北海道雨竜郡沼田町北竜・ほくりゆう

　　０７８-２２２５・北海道雨竜郡沼田町幌新・ほろしん

　　０７８-２２０３・北海道雨竜郡沼田町本通・ほんどおり

　　０７８-２２２１・北海道雨竜郡沼田町真布・まつふﾟ

　　０７８-２２０６・北海道雨竜郡沼田町緑町・みどりまち

　　０７８-２２０２・北海道雨竜郡沼田町南一条・みなみ１じよう

　　０７１-１２００・北海道上川郡鷹栖町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０７１-１２３１・北海道上川郡鷹栖町北野西一条・きたのにし１じよう

　　０７１-１２３２・北海道上川郡鷹栖町北野西二条・きたのにし２じよう

　　０７１-１２３３・北海道上川郡鷹栖町北野西三条・きたのにし３じよう

　　０７１-１２３４・北海道上川郡鷹栖町北野西四条・きたのにし４じよう

　　０７１-１２３５・北海道上川郡鷹栖町北野西五条・きたのにし５じよう

　　０７１-１２２１・北海道上川郡鷹栖町北野東一条・きたのひがし１じよう

　　０７１-１２２２・北海道上川郡鷹栖町北野東二条・きたのひがし２じよう

　　０７１-１２２３・北海道上川郡鷹栖町北野東三条・きたのひがし３じよう

　　０７１-１２２４・北海道上川郡鷹栖町北野東四条・きたのひがし４じよう

　　０７１-１２２５・北海道上川郡鷹栖町北野東五条・きたのひがし５じよう

　　０７１-１２１１・北海道上川郡鷹栖町北一条・きた１じよう

　　０７１-１２０１・北海道上川郡鷹栖町南一条・みなみ１じよう

　　０７１-１２０２・北海道上川郡鷹栖町南二条・みなみ２じよう



　　０７１-１２４７・北海道上川郡鷹栖町７線・７せん

　　０７１-１２４８・北海道上川郡鷹栖町８線・８せん

　　０７１-１２４９・北海道上川郡鷹栖町９線・９せん

　　０７１-１２５０・北海道上川郡鷹栖町１０線・１０せん

　　０７１-１２５１・北海道上川郡鷹栖町１１線・１１せん

　　０７１-１２５２・北海道上川郡鷹栖町１２線・１２せん

　　０７１-１２５３・北海道上川郡鷹栖町１３線・１３せん

　　０７１-１２５４・北海道上川郡鷹栖町１４線・１４せん

　　０７１-１２５５・北海道上川郡鷹栖町１５線・１５せん

　　０７１-１２５６・北海道上川郡鷹栖町１６線・１６せん

　　０７１-１２５７・北海道上川郡鷹栖町１７線・１７せん

　　０７１-１２５８・北海道上川郡鷹栖町１８線・１８せん

　　０７１-１２５９・北海道上川郡鷹栖町１９線・１９せん

　　０７１-１２６０・北海道上川郡鷹栖町２０線・２０せん

　　０７１-１２６１・北海道上川郡鷹栖町２１線・２１せん

　　０７１-１２６２・北海道上川郡鷹栖町２２線・２２せん

　　０７１-１２６３・北海道上川郡鷹栖町２３線・２３せん

　　０７１-１２６４・北海道上川郡鷹栖町２４線・２４せん

　　０７１-１２６５・北海道上川郡鷹栖町２５線・２５せん

　　０７１-１２６６・北海道上川郡鷹栖町２６線・２６せん

　　０７１-１２６７・北海道上川郡鷹栖町２７線・２７せん

　　０７１-１５００・北海道上川郡東神楽町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０７１-１５６０・北海道上川郡東神楽町基線・きせん

　　０７１-１５１２・北海道上川郡東神楽町北一条東・きた１じようひがじ

　　０７１-１５１１・北海道上川郡東神楽町北一条西・きた１じようにじ

　　０７１-１５１４・北海道上川郡東神楽町北二条東・きた２じようひがじ

　　０７１-１５１３・北海道上川郡東神楽町北二条西・きた２じようにじ

　　０７１-１５１５・北海道上川郡東神楽町北三条東・きた３じようひがじ

　　０７１-１５８１・北海道上川郡東神楽町栄岡・さかえおか

　　０７１-１５８２・北海道上川郡東神楽町志比内・しびない

　　０７１-１５６１・北海道上川郡東神楽町東一線・ひがし１せん

　　０７１-１５６２・北海道上川郡東神楽町東二線・ひがし２せん

　　０７１-１５６３・北海道上川郡東神楽町東三線・ひがし３せん

　　０７１-１５６４・北海道上川郡東神楽町東四線・ひがし４せん

　　０７１-１５６５・北海道上川郡東神楽町東五線・ひがし５せん

　　０７１-１５２１・北海道上川郡東神楽町ひじり野北一条・ひじりのきた１じよう

　　０７１-１５２２・北海道上川郡東神楽町ひじり野北二条・ひじりのきた２じよう

　　０７１-１５２３・北海道上川郡東神楽町ひじり野南一条・ひじりのみなみ１じよう

　　０７１-１５２４・北海道上川郡東神楽町ひじり野南二条・ひじりのみなみ２じよう

　　０７１-１５２５・北海道上川郡東神楽町ひじり野南三条・ひじりのみなみ３じよう

　　０７１-１５７２・北海道上川郡東神楽町南２線・みなみ２せん

　　０７１-１５７３・北海道上川郡東神楽町南３線・みなみ３せん

　　０７１-１５７４・北海道上川郡東神楽町南４線・みなみ４せん

　　０７１-１５７５・北海道上川郡東神楽町南５線・みなみ５せん

　　０７１-１５０２・北海道上川郡東神楽町南一条東・みなみ１じようひがじ

　　０７１-１５０１・北海道上川郡東神楽町南一条西・みなみ１じようにじ

　　０７１-１５７１・北海道上川郡東神楽町南１番通・みなみ１はﾞんどおり

　　０７１-１５０４・北海道上川郡東神楽町南二条東・みなみ２じようひがじ

　　０７１-１５０３・北海道上川郡東神楽町南二条西・みなみ２じようにじ

　　０７１-１５０５・北海道上川郡東神楽町南三条東・みなみ３じようひがじ

　　０７１-１５７０・北海道上川郡東神楽町南１３号・みなみ１３ごう

　　０７１-１５７７・北海道上川郡東神楽町八千代ケ岡・やちよがおか

　　０７１-１５３３・北海道上川郡東神楽町３号・３ごう

　　０７１-１５３４・北海道上川郡東神楽町４号・４ごう

　　０７１-１５３５・北海道上川郡東神楽町５号・５ごう

　　０７１-１５３６・北海道上川郡東神楽町６号・６ごう

　　０７１-１５３７・北海道上川郡東神楽町７号・７ごう

　　０７１-１５３８・北海道上川郡東神楽町８号・８ごう

　　０７１-１５３９・北海道上川郡東神楽町９号・９ごう

　　０７１-１５４０・北海道上川郡東神楽町１０号・１０ごう

　　０７１-１５４１・北海道上川郡東神楽町１１号・１１ごう

　　０７１-１５４２・北海道上川郡東神楽町１２号・１２ごう

　　０７１-１５４３・北海道上川郡東神楽町１３号・１３ごう

　　０７１-１５４４・北海道上川郡東神楽町１４号・１４ごう

　　０７１-１５４５・北海道上川郡東神楽町１５号・１５ごう

　　０７１-１５４６・北海道上川郡東神楽町１６号・１６ごう

　　０７１-１５４７・北海道上川郡東神楽町１７号・１７ごう

　　０７１-１５４８・北海道上川郡東神楽町１８号・１８ごう

　　０７１-１５４９・北海道上川郡東神楽町１９号・１９ごう

　　０７１-１５５０・北海道上川郡東神楽町２０号・２０ごう



　　０７１-１５５１・北海道上川郡東神楽町２１号・２１ごう

　　０７１-１５５２・北海道上川郡東神楽町２２号・２２ごう

　　０７１-１５５３・北海道上川郡東神楽町２３号・２３ごう

　　０７１-１５５４・北海道上川郡東神楽町２４号・２４ごう

　　０７１-１５５５・北海道上川郡東神楽町２５号・２５ごう

　　０７１-１５５６・北海道上川郡東神楽町２６号・２６ごう

　　０７１-１５５７・北海道上川郡東神楽町２７号・２７ごう

　　０７８-１３００・北海道上川郡当麻町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０７８-１３３３・北海道上川郡当麻町伊香牛・いかうじ

　　０７８-１３３２・北海道上川郡当麻町宇園別・うえんべつ

　　０７８-１３４１・北海道上川郡当麻町開明・かいめい

　　０７８-１３３１・北海道上川郡当麻町中央・ちゆうおう

　　０７８-１３３７・北海道上川郡当麻町東・ひがじ

　　０７８-１３３４・北海道上川郡当麻町北星・ほくせい

　　０７８-１３３５・北海道上川郡当麻町緑郷・ろくごう

　　０７８-１３１３・北海道上川郡当麻町三条東・３じようひがじ

　　０７８-１３０３・北海道上川郡当麻町三条西・３じようにじ

　　０７８-１３１４・北海道上川郡当麻町四条東・４じようひがじ

　　０７８-１３０４・北海道上川郡当麻町四条西・４じようにじ

　　０７８-１３２４・北海道上川郡当麻町四条南・４じようみなみ

　　０７８-１３１５・北海道上川郡当麻町五条東・５じようひがじ

　　０７８-１３０５・北海道上川郡当麻町五条西・５じようにじ

　　０７８-１３１６・北海道上川郡当麻町六条東・６じようひがじ

　　０７８-１３０６・北海道上川郡当麻町六条西・６じようにじ

　　０７８-０３００・北海道上川郡比布町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０７８-０３１０・北海道上川郡比布町基線・きせん

　　０７８-０３４８・北海道上川郡比布町北町・きたまち

　　０７８-０３２１・北海道上川郡比布町北１線・きた１せん

　　０７８-０３２２・北海道上川郡比布町北２線・きた２せん

　　０７８-０３２３・北海道上川郡比布町北３線・きた３せん

　　０７８-０３２４・北海道上川郡比布町北４線・きた４せん

　　０７８-０３２５・北海道上川郡比布町北５線・きた５せん

　　０７８-０３２６・北海道上川郡比布町北６線・きた６せん

　　０７８-０３２７・北海道上川郡比布町北７線・きた７せん

　　０７８-０３２８・北海道上川郡比布町北８線・きた８せん

　　０７８-０３２９・北海道上川郡比布町北９線・きた９せん

　　０７８-０３３０・北海道上川郡比布町北１０線・きた１０せん

　　０７８-０３３１・北海道上川郡比布町北１１線・きた１１せん

　　０７８-０３３２・北海道上川郡比布町北１２線・きた１２せん

　　０７８-０３３３・北海道上川郡比布町北１３線・きた１３せん

　　０７８-０３３４・北海道上川郡比布町北１４線・きた１４せん

　　０７８-０３３５・北海道上川郡比布町北１５線・きた１５せん

　　０７８-０３４９・北海道上川郡比布町寿町・ことぶきまち

　　０７８-０３４１・北海道上川郡比布町市街地・しがいち

　　０７８-０３４６・北海道上川郡比布町新町・しんまち

　　０７８-０３４３・北海道上川郡比布町中町・なかまち

　　０７８-０３４２・北海道上川郡比布町西町・にしまち

　　０７８-０３４７・北海道上川郡比布町東町・ひがしまち

　　０７８-０３４４・北海道上川郡比布町緑町・みどりまち

　　０７８-０３１１・北海道上川郡比布町南１線・みなみ１せん

　　０７８-０３４５・北海道上川郡比布町南町・みなみまち

　　０７８-１４００・北海道上川郡愛別町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０７８-１６５３・北海道上川郡愛別町愛山・あいざん

　　０７８-１６５４・北海道上川郡愛別町愛山町・あいざんちよう

　　０７８-１４０１・北海道上川郡愛別町愛別・あいべつ

　　０７８-１４１１・北海道上川郡愛別町金富・かなとみ

　　０７８-１４０４・北海道上川郡愛別町北町・きたまち

　　０７８-１４１４・北海道上川郡愛別町協和・きようわ

　　０７８-１４１２・北海道上川郡愛別町厚生・こうせい

　　０７８-１６５２・北海道上川郡愛別町中央・ちゆうおう

　　０７８-１４１５・北海道上川郡愛別町徳星・とくせい

　　０７８-１６５１・北海道上川郡愛別町豊里・とよさと

　　０７８-１４０２・北海道上川郡愛別町東町・ひがしまち

　　０７８-１４１３・北海道上川郡愛別町伏古・ふしこ

　　０７８-１４０５・北海道上川郡愛別町本町・ほんちよう

　　０７８-１４０３・北海道上川郡愛別町南町・みなみまち

　　０７８-１７００・北海道上川郡上川町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０７８-１７６１・北海道上川郡上川町旭町・あさひまち

　　０７８-１７５２・北海道上川郡上川町川端町・かわはﾞたちよう

　　０７８-１７２１・北海道上川郡上川町菊水・きくすい



　　０７８-１７４４・北海道上川郡上川町北町・きたまち

　　０７８-１７３２・北海道上川郡上川町共進・きようしん

　　０７８-１７１１・北海道上川郡上川町清川・きよかわ

　　０７８-１７７５・北海道上川郡上川町越路・こしじ

　　０７８-１７３３・北海道上川郡上川町栄町・さかえまち

　　０７８-１７１２・北海道上川郡上川町白川・しらかわ

　　０７８-１７２２・北海道上川郡上川町新光町・しんこうちよう

　　０７８-１７６２・北海道上川郡上川町新町・しんまち

　　０７８-１７０１・北海道上川郡上川町層雲峡・そううんきよう

　　０７８-１７４１・北海道上川郡上川町中央町・ちゆうおうちよう

　　０７８-１７７２・北海道上川郡上川町天幕・てんまく

　　０７８-１７３１・北海道上川郡上川町東雲・とううん

　　０７８-１７７４・北海道上川郡上川町豊原・とよはら

　　０７８-１７７１・北海道上川郡上川町中越・なかこじ

　　０７８-１７４２・北海道上川郡上川町西町・にしまち

　　０７８-１７７３・北海道上川郡上川町日東・につとう

　　０７８-１７４３・北海道上川郡上川町花園町・はなぞのちよう

　　０７８-１７６３・北海道上川郡上川町東町・ひがしまち

　　０７８-１７５１・北海道上川郡上川町本町・ほんちよう

　　０７８-１７５３・北海道上川郡上川町南町・みなみまち

　　０７１-１４００・北海道上川郡東川町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０７１-１４２６・北海道上川郡東川町北町・きたまち

　　０７１-１４６５・北海道上川郡東川町北５線・きた５せん

　　０７１-１４６６・北海道上川郡東川町北７線・きた７せん

　　０７１-１４６２・北海道上川郡東川町北２線東・きた２せんひがじ

　　０７１-１４６３・北海道上川郡東川町北３線東・きた３せんひがじ

　　０７１-１４６７・北海道上川郡東川町北７線東・きた７せんひがじ

　　０７１-１４１９・北海道上川郡東川町キトウシ西・きとうしにじ

　　０７１-１４１８・北海道上川郡東川町キトウシ南・きとうしみなみ

　　０７１-１４１６・北海道上川郡東川町新栄北・しんえいきた

　　０７１-１４１５・北海道上川郡東川町新栄西・しんえいにじ

　　０７１-１４１３・北海道上川郡東川町新栄東・しんえいひがじ

　　０７１-１４１４・北海道上川郡東川町新栄南・しんえいみなみ

　　０７１-１４６４・北海道上川郡東川町進化台・しんかだい

　　０７１-１４２５・北海道上川郡東川町西町・にしまち

　　０７１-１４２２・北海道上川郡東川町西２号南・にし２ごうみなみ

　　０７１-１４０２・北海道上川郡東川町西２号北・にし２ごうきた

　　０７１-１４０３・北海道上川郡東川町西３号北・にし３ごうきた

　　０７１-１４０４・北海道上川郡東川町西４号北・にし４ごうきた

　　０７１-１４０５・北海道上川郡東川町西５号北・にし５ごうきた

　　０７１-１４０６・北海道上川郡東川町西６号北・にし６ごうきた

　　０７１-１４０７・北海道上川郡東川町西７号北・にし７ごうきた

　　０７１-１４０８・北海道上川郡東川町西８号北・にし８ごうきた

　　０７１-１４０９・北海道上川郡東川町西９号北・にし９ごうきた

　　０７１-１４１０・北海道上川郡東川町西１０号北・にし１０ごうきた

　　０７１-１４１１・北海道上川郡東川町西１１号北・にし１１ごうきた

　　０７１-１４１２・北海道上川郡東川町西１２号北・にし１２ごうきた

　　０７１-１４７１・北海道上川郡東川町ノカナン・のかなん

　　０７１-１４２３・北海道上川郡東川町東町・ひがしまち

　　０７１-１４５２・北海道上川郡東川町東２号南・ひがし２ごうみなみ

　　０７１-１４３２・北海道上川郡東川町東２号北・ひがし２ごうきた

　　０７１-１４５３・北海道上川郡東川町東３号南・ひがし３ごうみなみ

　　０７１-１４３３・北海道上川郡東川町東３号北・ひがし３ごうきた

　　０７１-１４５４・北海道上川郡東川町東４号南・ひがし４ごうみなみ

　　０７１-１４３４・北海道上川郡東川町東４号北・ひがし４ごうきた

　　０７１-１４５５・北海道上川郡東川町東５号南・ひがし５ごうみなみ

　　０７１-１４３５・北海道上川郡東川町東５号北・ひがし５ごうきた

　　０７１-１４５６・北海道上川郡東川町東６号南・ひがし６ごうみなみ

　　０７１-１４３６・北海道上川郡東川町東６号北・ひがし６ごうきた

　　０７１-１４５７・北海道上川郡東川町東７号南・ひがし７ごうみなみ

　　０７１-１４３７・北海道上川郡東川町東７号北・ひがし７ごうきた

　　０７１-１４５８・北海道上川郡東川町東８号南・ひがし８ごうみなみ

　　０７１-１４３８・北海道上川郡東川町東８号北・ひがし８ごうきた

　　０７１-１４５９・北海道上川郡東川町東９号南・ひがし９ごうみなみ

　　０７１-１４３９・北海道上川郡東川町東９号北・ひがし９ごうきた

　　０７１-１４６０・北海道上川郡東川町東１０号南・ひがし１０ごうみなみ

　　０７１-１４４０・北海道上川郡東川町東１０号北・ひがし１０ごうきた

　　０７１-１４６１・北海道上川郡東川町東１１号南・ひがし１１ごうみなみ

　　０７１-１４４１・北海道上川郡東川町東１１号北・ひがし１１ごうきた

　　０７１-１４４２・北海道上川郡東川町東１２号北・ひがし１２ごうきた



　　０７１-１４７３・北海道上川郡東川町松山温泉・まつやまおんせん

　　０７１-１４２４・北海道上川郡東川町南町・みなみまち

　　０７１-１４７２・北海道上川郡東川町勇駒別・ゆこまんべつ

　　０７１-１４５１・北海道上川郡東川町１号南・１ごうみなみ

　　０７１-１４３１・北海道上川郡東川町１号北・１ごうきた

　　０７１-０２００・北海道上川郡美瑛町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０７１-０２６１・北海道上川郡美瑛町旭・あさひ

　　０７１-０２１２・北海道上川郡美瑛町旭町・あさひまち

　　０７１-０２５１・北海道上川郡美瑛町憩が丘・いこいがおか

　　０７１-０２４９・北海道上川郡美瑛町憩町・いこいちよう

　　０７１-０２１５・北海道上川郡美瑛町扇町・おうぎまち

　　０７１-０２０４・北海道上川郡美瑛町大町・おおまち

　　０７１-０２１７・北海道上川郡美瑛町大村（石山）・おおむら(いしやま)

　　０７１-０２１６・北海道上川郡美瑛町大村（大久保）・おおむら(おおくほﾞ)

　　０７１-０２１９・北海道上川郡美瑛町大村（中本）・おおむら(なかもと)

　　０７１-０２１８・北海道上川郡美瑛町大村（村山）・おおむら(むらやま)

　　０７１-０２３４・北海道上川郡美瑛町置杵牛・おききねうじ

　　０７１-０２２９・北海道上川郡美瑛町上宇莫別・かみうはﾞくべつ

　　０７１-０２０６・北海道上川郡美瑛町北町・きたまち

　　０７１-０２０９・北海道上川郡美瑛町寿町・ことぶきちよう

　　０７１-０２２３・北海道上川郡美瑛町五稜・ごりよう

　　０７１-０２１４・北海道上川郡美瑛町幸町・さいわいちよう

　　０７１-０２０５・北海道上川郡美瑛町栄町・さかえまち

　　０７１-０２４７・北海道上川郡美瑛町三愛（大曲）・さんあい(おおまがり)

　　０７１-０２４０・北海道上川郡美瑛町三愛（緑）・さんあい(みどり)

　　０７１-０２２６・北海道上川郡美瑛町下宇莫別・しもうはﾞくべつ

　　０７１-０２３５・北海道上川郡美瑛町白金・しろがね

　　０７１-０２３３・北海道上川郡美瑛町新区画・しんくかく

　　０７１-０４７３・北海道上川郡美瑛町新星・しんせい

　　０７１-０４７４・北海道上川郡美瑛町拓進・たくしん

　　０７１-０３５３・北海道上川郡美瑛町俵真布・たわらまつふﾟ

　　０７１-１４７４・北海道上川郡美瑛町忠別・ちゆうべつ

　　０７１-０３５５・北海道上川郡美瑛町天人峡・てんにんきよう

　　０７１-０４７５・北海道上川郡美瑛町常盤・ときわ

　　０７１-０２２８・北海道上川郡美瑛町中宇莫別・なかうはﾞくべつ

　　０７１-０２２７・北海道上川郡美瑛町中宇莫別（赤羽）・(あかはﾞね)

　　０７１-０２０７・北海道上川郡美瑛町中町・なかまち

　　０７１-０２１１・北海道上川郡美瑛町錦町・にしきまち

　　０７１-０２０３・北海道上川郡美瑛町西町・にしまち

　　０７１-０２４８・北海道上川郡美瑛町花園・はなぞの

　　０７１-０２３９・北海道上川郡美瑛町美瑛原野（原野）・びえいげんや(げんや)

　　０７１-０２１３・北海道上川郡美瑛町東町・ひがしまち

　　０７１-０４７１・北海道上川郡美瑛町美馬牛・びはﾞうじ

　　０７１-０４６１・北海道上川郡美瑛町美馬牛北・びはﾞうしきた

　　０７１-０４７２・北海道上川郡美瑛町美馬牛市街地・びはﾞうししがいち

　　０７１-０４６２・北海道上川郡美瑛町美馬牛南・びはﾞうしみなみ

　　０７１-０２４５・北海道上川郡美瑛町福富（福富瑛進）・(ふくとみえいしん)

　　０７１-０２４６・北海道上川郡美瑛町福富（福富憩）・(ふくとみいこい)

　　０７１-０２４４・北海道上川郡美瑛町福富（福美沢）・ふくとみ(ふくみざわ)

　　０７１-０２３７・北海道上川郡美瑛町福富（豊栄）・ふくとみ(ほうえい)

　　０７１-０２４３・北海道上川郡美瑛町福富（間宮）・ふくとみ(まみや)

　　０７１-０２３８・北海道上川郡美瑛町藤野・ふじの

　　０７１-０４７７・北海道上川郡美瑛町二股・ふたまた

　　０７１-０２２４・北海道上川郡美瑛町北瑛・ほくえい

　　０７１-０２０１・北海道上川郡美瑛町丸山・まるやま

　　０７１-０２３６・北海道上川郡美瑛町美沢・みさわ

　　０７１-０２４２・北海道上川郡美瑛町水沢・みずさわ

　　０７１-０２４１・北海道上川郡美瑛町水沢（水上）・みずさわ(みずかみ)

　　０７１-０４７９・北海道上川郡美瑛町美園・みその

　　０７１-０２２２・北海道上川郡美瑛町美田・みた

　　０７１-０２２１・北海道上川郡美瑛町美田（夕張）・みた(ゆうはﾞり)

　　０７１-０２０２・北海道上川郡美瑛町南町・みなみまち

　　０７１-０４７６・北海道上川郡美瑛町御牧・みまき

　　０７１-０２３１・北海道上川郡美瑛町明治・めいじ

　　０７１-０２２５・北海道上川郡美瑛町明治（大三）・めいじ(だいさん)

　　０７１-０２３２・北海道上川郡美瑛町明治（沼崎）・めいじ(ぬまざき)

　　０７１-０２０８・北海道上川郡美瑛町本町・もとまち

　　０７１-０３５１・北海道上川郡美瑛町横牛・よこうじ

　　０７１-０４７８・北海道上川郡美瑛町瑠辺蘂・るべしべ

　　０７１-０３５２・北海道上川郡美瑛町朗根内・ろうねない



　　０７１-０５００・北海道空知郡上富良野町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０７１-０５５３・北海道空知郡上富良野町旭町・あさひまち

　　０７１-０５７１・北海道空知郡上富良野町新井牧場・あらいほﾞくじよう

　　０７１-０５４７・北海道空知郡上富良野町泉町・いずみまち

　　０７１-０５４８・北海道空知郡上富良野町扇町・おうぎまち

　　０７１-０５６１・北海道空知郡上富良野町大町・おおまち

　　０７１-０５６５・北海道空知郡上富良野町丘町・おかまち

　　０７１-０５２０・北海道空知郡上富良野町基線北・きせんきた

　　０７１-０５４９・北海道空知郡上富良野町北町・きたまち

　　０７１-０５４４・北海道空知郡上富良野町栄町・さかえまち

　　０７１-０５６４・北海道空知郡上富良野町桜町・さくらまち

　　０７１-０５７６・北海道空知郡上富良野町十人牧場・じゆうにんほﾞくじよう

　　０７１-０５５４・北海道空知郡上富良野町新町・しんまち

　　０７１-０５７４・北海道空知郡上富良野町第１安井牧場・だい１やすいほﾞくじよう

　　０７１-０５７５・北海道空知郡上富良野町第２安井牧場・だい２やすいほﾞくじよう

　　０７１-０５８３・北海道空知郡上富良野町津郷農場・つごうのうじよう

　　０７１-０５４１・北海道空知郡上富良野町富町・とみまち

　　０７１-０５７７・北海道空知郡上富良野町中の沢・なかのさわ

　　０７１-０５４３・北海道空知郡上富良野町中町・なかまち

　　０７１-０５４２・北海道空知郡上富良野町錦町・にしきまち

　　０７１-０５３４・北海道空知郡上富良野町西谷牧場・にしたにほﾞくじよう

　　０７１-０５４６・北海道空知郡上富良野町西町・にしまち

　　０７１-０５０１・北海道空知郡上富良野町西１線北・にし１せんきた

　　０７１-０５０２・北海道空知郡上富良野町西２線北・にし２せんきた

　　０７１-０５０３・北海道空知郡上富良野町西３線北・にし３せんきた

　　０７１-０５０４・北海道空知郡上富良野町西４線北・にし４せんきた

　　０７１-０５０５・北海道空知郡上富良野町西５線北・にし５せんきた

　　０７１-０５０６・北海道空知郡上富良野町西６線北・にし６せんきた

　　０７１-０５０７・北海道空知郡上富良野町西７線北・にし７せんきた

　　０７１-０５０８・北海道空知郡上富良野町西８線北・にし８せんきた

　　０７１-０５０９・北海道空知郡上富良野町西９線北・にし９せんきた

　　０７１-０５１０・北海道空知郡上富良野町西１０線北・にし１０せんきた

　　０７１-０５１１・北海道空知郡上富良野町西１１線北・にし１１せんきた

　　０７１-０５１２・北海道空知郡上富良野町西１２線北・にし１２せんきた

　　０７１-０５１３・北海道空知郡上富良野町西１３線北・にし１３せんきた

　　０７１-０５１４・北海道空知郡上富良野町西１４線北・にし１４せんきた

　　０７１-０５１５・北海道空知郡上富良野町西１５線北・にし１５せんきた

　　０７１-０５１６・北海道空知郡上富良野町西１６線北・にし１６せんきた

　　０７１-０５１７・北海道空知郡上富良野町沼崎農場・ぬまざきのうじよう

　　０７１-０５３３・北海道空知郡上富良野町倍本農場・はﾞいほんのうじよう

　　０７１-０５４５・北海道空知郡上富良野町光町・ひかりまち

　　０７１-０５５５・北海道空知郡上富良野町東町・ひがしまち

　　０７１-０５２１・北海道空知郡上富良野町東１線北・ひがし１せんきた

　　０７１-０５２２・北海道空知郡上富良野町東２線北・ひがし２せんきた

　　０７１-０５２３・北海道空知郡上富良野町東３線北・ひがし３せんきた

　　０７１-０５２４・北海道空知郡上富良野町東４線北・ひがし４せんきた

　　０７１-０５２５・北海道空知郡上富良野町東５線北・ひがし５せんきた

　　０７１-０５２６・北海道空知郡上富良野町東６線北・ひがし６せんきた

　　０７１-０５２７・北海道空知郡上富良野町東７線北・ひがし７せんきた

　　０７１-０５２８・北海道空知郡上富良野町東８線北・ひがし８せんきた

　　０７１-０５２９・北海道空知郡上富良野町東９線北・ひがし９せんきた

　　０７１-０５３０・北海道空知郡上富良野町東１０線北・ひがし１０せんきた

　　０７１-０５３１・北海道空知郡上富良野町東１１線北・ひがし１１せんきた

　　０７１-０５３２・北海道空知郡上富良野町東１２線北・ひがし１２せんきた

　　０７１-０５７９・北海道空知郡上富良野町吹上・ふきあげ

　　０７１-０５７２・北海道空知郡上富良野町細野農場・ほそののうじよう

　　０７１-０５７３・北海道空知郡上富良野町松井牧場・まついほﾞくじよう

　　０７１-０５６３・北海道空知郡上富良野町緑町・みどりまち

　　０７１-０５６２・北海道空知郡上富良野町南町・みなみまち

　　０７１-０５５２・北海道空知郡上富良野町宮町・みやまち

　　０７１-０５６６・北海道空知郡上富良野町向町・むかいまち

　　０７１-０５５１・北海道空知郡上富良野町本町・もとまち

　　０７１-０５７８・北海道空知郡上富良野町山加農場・やまかのうじよう

　　０７１-０７００・北海道空知郡中富良野町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０７１-０７７０・北海道空知郡中富良野町暁町・あかつきまち

　　０７１-０７５５・北海道空知郡中富良野町旭町・あさひまち

　　０７１-０７３３・北海道空知郡中富良野町伊藤農場（渋毛牛）・いとうのうじよう(しぶけうし)

　　０７１-０７６２・北海道空知郡中富良野町丘町・おかまち

　　０７１-０７０４・北海道空知郡中富良野町基線北・きせんきた

　　０７１-０７５１・北海道空知郡中富良野町北町・きたまち



　　０７１-０７３４・北海道空知郡中富良野町鹿討農場（鹿討）・しかうちのうじよう

　　０７１-０７３１・北海道空知郡中富良野町新田中農場・しんたなかのうじよう

　　０７１-０７５４・北海道空知郡中富良野町新町・しんまち

　　０７１-０７３２・北海道空知郡中富良野町田中農場（鈴和）・たなかのうじよう(れいか)

　　０７１-０７３２・北海道空知郡中富良野町田中農場（山仁農場）・やまにのうじよう)

　　０７１-０７３２・北海道空知郡中富良野町田中農場（山仁牧場）・やまにほﾞくじよう)

　　０７１-０７３７・北海道空知郡中富良野町奈江・なえ

　　０７１-０７０５・北海道空知郡中富良野町西１線北・にし１せんきた

　　０７１-０７０６・北海道空知郡中富良野町西２線北・にし２せんきた

　　０７１-０７０７・北海道空知郡中富良野町西３線北・にし３せんきた

　　０７１-０７６１・北海道空知郡中富良野町西町・にしまち

　　０７１-０７３５・北海道空知郡中富良野町日進・につしん

　　０７１-０７７１・北海道空知郡中富良野町東１線北・ひがし１せんきた

　　０７１-０７７２・北海道空知郡中富良野町東２線北・ひがし２せんきた

　　０７１-０７７３・北海道空知郡中富良野町東３線北・ひがし３せんきた

　　０７１-０７７４・北海道空知郡中富良野町東４線北・ひがし４せんきた

　　０７１-０７７５・北海道空知郡中富良野町東５線北・ひがし５せんきた

　　０７１-０７７６・北海道空知郡中富良野町東６線北・ひがし６せんきた

　　０７１-０７７７・北海道空知郡中富良野町東７線北・ひがし７せんきた

　　０７１-０７７８・北海道空知郡中富良野町東８線北・ひがし８せんきた

　　０７１-０７７９・北海道空知郡中富良野町東９線北・ひがし９せんきた

　　０７１-０７８０・北海道空知郡中富良野町東１０線北・ひがし１０せんきた

　　０７１-０７８１・北海道空知郡中富良野町東１１線北・ひがし１１せんきた

　　０７１-０７２６・北海道空知郡中富良野町東町・ひがしまち

　　０７１-０７４２・北海道空知郡中富良野町福原農場（福原）・ふくはらのうじよう

　　０７１-０７１１・北海道空知郡中富良野町ベベルイ（本幸）・べべるい(ほんこう)

　　０７１-０７１１・北海道空知郡中富良野町ベベルイ（本北１３号沢）・べべるい(きた１３)

　　０７１-０７５３・北海道空知郡中富良野町南町・みなみまち

　　０７１-０７１４・北海道空知郡中富良野町宮町・みやまち

　　０７１-０７５２・北海道空知郡中富良野町本町・もとまち

　　０７１-０７３６・北海道空知郡中富良野町吉井農場（吉井）・よしいのうじよう(よしい)

　　０７９-２４００・北海道空知郡南富良野町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０７９-２４０３・北海道空知郡南富良野町幾寅（浅野）・いくとら(あさの)

　　０７９-２４０４・北海道空知郡南富良野町幾寅（朝日町）・いくとら(あさひまち)

　　０７９-２４０３・北海道空知郡南富良野町幾寅（岐阜）・いくとら(ぎふ)

　　０７９-２４０３・北海道空知郡南富良野町幾寅（久住）・いくとら(くすみ)

　　０７９-２４０１・北海道空知郡南富良野町幾寅（栄町）・いくとら(さかえまち)

　　０７９-２４０１・北海道空知郡南富良野町幾寅（住吉町）・いくとら(すみよしちよう)

　　０７９-２４０４・北海道空知郡南富良野町幾寅（千木町）・いくとら(せんほﾞくちよう)

　　０７９-２４０１・北海道空知郡南富良野町幾寅（内藤）・いくとら(ないとう)

　　０７９-２４０１・北海道空知郡南富良野町幾寅（仲町）・いくとら(なかまち)

　　０７９-２４０４・北海道空知郡南富良野町幾寅（東町）・いくとら(ひがしまち)

　　０７９-２４０２・北海道空知郡南富良野町幾寅（西町）・いくとら(にしまち)

　　０７９-２４０３・北海道空知郡南富良野町幾寅（松井）・いくとら(まつい)

　　０７９-２４０３・北海道空知郡南富良野町幾寅（山畔）・いくとら(やまくろ)

　　０７９-２５５１・北海道空知郡南富良野町落合・おちあい

　　０７９-２１３１・北海道空知郡南富良野町金山・かなやま

　　０７９-２５５２・北海道空知郡南富良野町北落合・きたおちあい

　　０７９-２１３２・北海道空知郡南富良野町下金山・しもかなやま

　　０７９-２４１２・北海道空知郡南富良野町東幾寅・ひがしいくとら

　　０７９-２４１１・北海道空知郡南富良野町東鹿越・ひがししかごえ

　　０７９-２２００・北海道勇払郡占冠村・・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０７９-２２０５・北海道勇払郡占冠村上トマム・ かみとまむ

　　０７９-２２０２・北海道勇払郡占冠村占冠・ しむかつふﾟ

　　０７９-２２０３・北海道勇払郡占冠村下トマム・ しもとまむ

　　０７９-２２０６・北海道勇払郡占冠村双珠別・ そうしゆべつ

　　０７９-２２０１・北海道勇払郡占冠村中央・ ちゆうおう

　　０７９-２２０４・北海道勇払郡占冠村中トマム・ なかとまむ

　　０７９-２２０７・北海道勇払郡占冠村ニニウ・ ににう

　　０９８-０１００・北海道上川郡和寒町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０９８-０１２６・北海道上川郡和寒町朝日・あさひ

　　０９８-０１２１・北海道上川郡和寒町川西・かわにじ

　　０９８-０１１３・北海道上川郡和寒町菊野・きくの

　　０９８-０１０３・北海道上川郡和寒町北原・きたはら

　　０９８-０１３３・北海道上川郡和寒町北町・きたまち

　　０９８-０１１２・北海道上川郡和寒町三和・さんわ

　　０９８-０１２５・北海道上川郡和寒町塩狩・しおかり

　　０９８-０１１４・北海道上川郡和寒町西和・せいわ

　　０９８-０１０２・北海道上川郡和寒町大成・たいせい

　　０９８-０１２２・北海道上川郡和寒町中和・ちゆうわ



　　０９８-０１３５・北海道上川郡和寒町東和・とうわ

　　０９８-０１３２・北海道上川郡和寒町西町・にしまち

　　０９８-０１２３・北海道上川郡和寒町東丘・ひがしおか

　　０９８-０１３４・北海道上川郡和寒町東町・ひがしまち

　　０９８-０１０１・北海道上川郡和寒町日ノ出・ひので

　　０９８-０１１５・北海道上川郡和寒町福原・ふくはら

　　０９８-０１０４・北海道上川郡和寒町松岡・まつおか

　　０９８-０１１１・北海道上川郡和寒町三笠・みかさ

　　０９８-０１２４・北海道上川郡和寒町南丘・みなみおか

　　０９８-０１３１・北海道上川郡和寒町南町・みなみまち

　　０９８-０３００・北海道上川郡剣淵町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０９８-０３３６・北海道上川郡剣淵町旭町・あさひまち

　　０９８-０３３４・北海道上川郡剣淵町屯田町・とんでんまち

　　０９８-０３３８・北海道上川郡剣淵町仲町・なかまち

　　０９８-０３３５・北海道上川郡剣淵町南桜町・なんおうまち

　　０９８-０３３７・北海道上川郡剣淵町西岡町・にしおかまち

　　０９８-０３３９・北海道上川郡剣淵町西原町・にしはらまち

　　０９８-０３３１・北海道上川郡剣淵町西町・にしまち

　　０９８-０３４１・北海道上川郡剣淵町東町・ひがしまち

　　０９８-０３４２・北海道上川郡剣淵町藤本町・ふじもとまち

　　０９８-０３３２・北海道上川郡剣淵町緑町・みどりまち

　　０９８-０３３３・北海道上川郡剣淵町元町・もとまち

　　０９８-１２００・北海道上川郡下川町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０９８-１２０１・北海道上川郡下川町旭町・あさひまち

　　０９８-１３３１・北海道上川郡下川町一の橋・いちのはじ

　　０９８-１２１６・北海道上川郡下川町上名寄・かみなよろ

　　０９８-１２１２・北海道上川郡下川町北町・きたまち

　　０９８-１２０３・北海道上川郡下川町共栄町・きようえいまち

　　０９８-１２１４・北海道上川郡下川町渓和・けいわ

　　０９８-１２０６・北海道上川郡下川町幸町・さいわいまち

　　０９８-１２１３・北海道上川郡下川町三の橋・さんのはじ

　　０９８-１２１１・北海道上川郡下川町珊瑠・さんる

　　０９８-１２０７・北海道上川郡下川町錦町・にしきまち

　　０９８-１２０５・北海道上川郡下川町西町・にしまち

　　０９８-１３３２・北海道上川郡下川町二の橋・にのはじ

　　０９８-１２１５・北海道上川郡下川町班渓・はﾟんけ

　　０９８-１２０２・北海道上川郡下川町緑町・みどりまち

　　０９８-１２０４・北海道上川郡下川町南町・みなみまち

　　０９８-２２００・北海道中川郡美深町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０９８-２２０１・北海道中川郡美深町泉・いずみ

　　０９８-２３６２・北海道中川郡美深町大手・おおて

　　０９８-２２３０・北海道中川郡美深町大通南・おおどおりみなみ

　　０９８-２２２０・北海道中川郡美深町大通北・おおどおりきた

　　０９８-２３６３・北海道中川郡美深町小車・おぐるま

　　０９８-２３６１・北海道中川郡美深町恩根内・おんねない

　　０９８-２２３８・北海道中川郡美深町開運町・かいうんちよう

　　０９８-２２０４・北海道中川郡美深町川西・かわにじ

　　０９８-２２０６・北海道中川郡美深町菊丘・きくおか

　　０９８-２２２７・北海道中川郡美深町北町・きたまち

　　０９８-２３６７・北海道中川郡美深町楠・くすのき

　　０９８-２２１４・北海道中川郡美深町敷島・しきしま

　　０９８-２３６８・北海道中川郡美深町清水・しみず

　　０９８-２２０２・北海道中川郡美深町玉川・たまかわ

　　０９８-２２１１・北海道中川郡美深町富岡・とみおか

　　０９８-２２０８・北海道中川郡美深町仁宇布・にうふﾟ

　　０９８-２３６５・北海道中川郡美深町西里・にしさと

　　０９８-２２５２・北海道中川郡美深町西町・にしまち

　　０９８-２２４１・北海道中川郡美深町西一条南・にし１じようみなみ

　　０９８-２２５１・北海道中川郡美深町西一条北・にし１じようきた

　　０９８-２２４２・北海道中川郡美深町西二条南・にし２じようみなみ

　　０９８-２２４３・北海道中川郡美深町西三条南・にし３じようみなみ

　　０９８-２２５３・北海道中川郡美深町西三条北・にし３じようきた

　　０９８-２２１２・北海道中川郡美深町班渓・はﾟんけ

　　０９８-２２３１・北海道中川郡美深町東一条南・ひがし１じようみなみ

　　０９８-２２２１・北海道中川郡美深町東一条北・ひがし１じようきた

　　０９８-２２３２・北海道中川郡美深町東二条南・ひがし２じようみなみ

　　０９８-２２２２・北海道中川郡美深町東二条北・ひがし２じようきた

　　０９８-２２３３・北海道中川郡美深町東三条南・ひがし３じようみなみ

　　０９８-２２２３・北海道中川郡美深町東三条北・ひがし３じようきた

　　０９８-２２３４・北海道中川郡美深町東四条南・ひがし４じようみなみ



　　０９８-２２２４・北海道中川郡美深町東四条北・ひがし４じようきた

　　０９８-２２２５・北海道中川郡美深町東五条北・ひがし５じようきた

　　０９８-２２３６・北海道中川郡美深町東六条南・ひがし６じようみなみ

　　０９８-２２２６・北海道中川郡美深町東六条北・ひがし６じようきた

　　０９８-２２０５・北海道中川郡美深町美深・びふか

　　０９８-２２０７・北海道中川郡美深町辺渓・へﾟんけ

　　０９８-２３６４・北海道中川郡美深町報徳・ほうとく

　　０９８-２２３５・北海道中川郡美深町南町・みなみまち

　　０９８-２３６６・北海道中川郡美深町紋穂内・もんほﾟない

　　０９８-２２１３・北海道中川郡美深町吉野・よしの

　　０９８-２２０３・北海道中川郡美深町六郷・ろくごう

　　０９８-２２３７・北海道中川郡美深町若松町・わかまつちよう

　　０９８-２５００・北海道中川郡音威子府村・・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０９８-２５０１・北海道中川郡音威子府村音威子府・ おといねつふﾟ

　　０９８-２５０２・北海道中川郡音威子府村咲来・ さつくる

　　０９８-２８００・北海道中川郡中川町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０９８-２８０１・北海道中川郡中川町歌内・うたない

　　０９８-２８０４・北海道中川郡中川町大富・おおとみ

　　０９８-２６２１・北海道中川郡中川町共和・きようわ

　　０９８-２８０６・北海道中川郡中川町国府・こくふ

　　０９８-２８０３・北海道中川郡中川町琴平・ことひら

　　０９８-２６２２・北海道中川郡中川町佐久・さく

　　０９８-２６２３・北海道中川郡中川町富和・とみわ

　　０９８-２６２４・北海道中川郡中川町豊里・とよさと

　　０９８-２８０２・北海道中川郡中川町中川・なかがわ

　　０９８-２８０５・北海道中川郡中川町誉・ほまれ

　　０９８-２６２５・北海道中川郡中川町安川・やすかわ

　　０９８-２６２６・北海道中川郡中川町安川（３）・やすかわ

　　０７４-０４００・北海道雨竜郡幌加内町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０７４-０４１３・北海道雨竜郡幌加内町雨煙内・うえんない

　　０７４-０４２４・北海道雨竜郡幌加内町雨煙別・うえんべつ

　　０７４-０７４４・北海道雨竜郡幌加内町大曲・おおまがり

　　０７４-０４１５・北海道雨竜郡幌加内町長留内・おさるない

　　０７４-０４２３・北海道雨竜郡幌加内町上幌加内・かみほろかない

　　０７４-０７４３・北海道雨竜郡幌加内町共栄・きようえい

　　０７４-０４０３・北海道雨竜郡幌加内町下幌加内・しもほろかない

　　０７４-０７４２・北海道雨竜郡幌加内町朱鞠内・しゆまりない

　　０７４-０４２２・北海道雨竜郡幌加内町振興・しんこう

　　０７４-０７４７・北海道雨竜郡幌加内町新富・しんとみ

　　０７４-０４０２・北海道雨竜郡幌加内町新成生・しんなりう

　　０７４-０４１２・北海道雨竜郡幌加内町親和・しんわ

　　０７４-０４１４・北海道雨竜郡幌加内町清月・せいげつ

　　０７４-０４２５・北海道雨竜郡幌加内町政和第一・せいわだい１

　　０７４-０４２６・北海道雨竜郡幌加内町政和第二・せいわだい２

　　０７４-０４２７・北海道雨竜郡幌加内町政和第三・せいわだい３

　　０７４-０７４６・北海道雨竜郡幌加内町添牛内・そえうしない

　　０７４-０４２１・北海道雨竜郡幌加内町東栄・とうえい

　　０７４-０４０４・北海道雨竜郡幌加内町沼牛・ぬまうじ

　　０７４-０４０１・北海道雨竜郡幌加内町平和・へいわ

　　０７４-０７４５・北海道雨竜郡幌加内町北星・ほくせい

　　０７４-０４１１・北海道雨竜郡幌加内町幌加内・ほろかない

　　０７４-０７４１・北海道雨竜郡幌加内町母子里・もしり

　　０７４-０４０５・北海道雨竜郡幌加内町弥運内・やうんない

　　０７７-０２００・北海道増毛郡増毛町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０７７-０１３１・北海道増毛郡増毛町阿分・あふん

　　０７７-０２０３・北海道増毛郡増毛町稲葉海岸町・いなはﾞかいがんちよう

　　０７７-０２０４・北海道増毛郡増毛町稲葉町・いなはﾞちよう

　　０７７-０３４５・北海道増毛郡増毛町岩尾・いわお

　　０７７-０３４４・北海道増毛郡増毛町岩老・いわおい

　　０７７-０２０１・北海道増毛郡増毛町永寿町・えいじゆちよう

　　０７７-０３４１・北海道増毛郡増毛町雄冬・おふゆ

　　０７７-０１３４・北海道増毛郡増毛町御料・ごりよう

　　０７７-０２１８・北海道増毛郡増毛町栄町・さかえまち

　　０７７-０２１２・北海道増毛郡増毛町七源町・しちげんちよう

　　０７７-０２０９・北海道増毛郡増毛町舎熊（９１７)・しやくま

　　０７７-０１３２・北海道増毛郡増毛町舎熊（その他）・しやくま(そのた)

　　０７７-０２１１・北海道増毛郡増毛町暑寒海岸町・しよかんかいがんちよう

　　０７７-０２１６・北海道増毛郡増毛町暑寒沢・しよかんざわ

　　０７７-０２１５・北海道増毛郡増毛町暑寒町・しよかんちよう

　　０７７-０２０６・北海道増毛郡増毛町中歌・なかうた



　　０７７-０２０２・北海道増毛郡増毛町野塚町・のつﾞかちよう

　　０７７-０１３３・北海道増毛郡増毛町信砂・のぶしや

　　０７７-０２０７・北海道増毛郡増毛町箸別・はしべつ

　　０７７-０２１３・北海道増毛郡増毛町畠中北町・はたなかきたまち

　　０７７-０２１４・北海道増毛郡増毛町畠中町・はたなかちよう

　　０７７-０２１７・北海道増毛郡増毛町別苅・べつかり

　　０７７-０２０５・北海道増毛郡増毛町弁天町・べんてんちよう

　　０７７-０２２１・北海道増毛郡増毛町港町・みなとまち

　　０７７-０２２３・北海道増毛郡増毛町南永寿町・みなみえいじゆちよう

　　０７７-０２２５・北海道増毛郡増毛町南暑寒町・みなみしよかんちよう

　　０７７-０２２４・北海道増毛郡増毛町南畠中町・みなみはたなかちよう

　　０７７-０２２２・北海道増毛郡増毛町見晴町・みはらしちよう

　　０７７-０２０８・北海道増毛郡増毛町湯の沢・ゆのさわ

　　０７８-３３００・北海道留萌郡小平町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０７８-３３０２・北海道留萌郡小平町臼谷・うすや

　　０７８-３４５７・北海道留萌郡小平町大椴・おおとど

　　０７８-３３０９・北海道留萌郡小平町沖内・おきない

　　０７８-３４５２・北海道留萌郡小平町鬼鹿千松・おにしかせんまつ

　　０７８-３４４２・北海道留萌郡小平町鬼鹿田代・おにしかたしろ

　　０７８-３４５６・北海道留萌郡小平町鬼鹿富岡・おにしかとみおか

　　０７８-３４５１・北海道留萌郡小平町鬼鹿豊浜・おにしかとよはま

　　０７８-３４５５・北海道留萌郡小平町鬼鹿秀浦・おにしかひでうら

　　０７８-３４５４・北海道留萌郡小平町鬼鹿広富・おにしかひろとみ

　　０７８-３４４１・北海道留萌郡小平町鬼鹿港町・おにしかみなとまち

　　０７８-３４５３・北海道留萌郡小平町鬼鹿元浜・おにしかもとはま

　　０７８-３３０１・北海道留萌郡小平町小平町・おびらちよう

　　０７７-０４６１・北海道留萌郡小平町川上・かわかみ

　　０７８-３３０６・北海道留萌郡小平町菊岡・きくおか

　　０７８-３３０８・北海道留萌郡小平町岐富・きふ

　　０７７-０４６４・北海道留萌郡小平町住吉・すみよじ

　　０７８-３３０５・北海道留萌郡小平町桑園・そうえん

　　０７７-０４６２・北海道留萌郡小平町滝下・たきした

　　０７７-０４６３・北海道留萌郡小平町達布・たつふﾟ

　　０７８-３３１２・北海道留萌郡小平町富里・とみさと

　　０７８-３３０７・北海道留萌郡小平町豊岡・とよおか

　　０７８-３３０３・北海道留萌郡小平町豊平・とよひら

　　０７７-０４６５・北海道留萌郡小平町寧楽・ねいらく

　　０７８-３３１１・北海道留萌郡小平町花岡・はなおか

　　０７８-３３１３・北海道留萌郡小平町平和（１区）・へいわ

　　０７７-０４６６・北海道留萌郡小平町平和（２区）・へいわ

　　０７８-３３０４・北海道留萌郡小平町本郷・ほんごう

　　０７８-３７００・北海道苫前郡苫前町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０７８-３７１１・北海道苫前郡苫前町旭・あさひ

　　０７８-３６３４・北海道苫前郡苫前町岩見・いわみ

　　０７８-３７１２・北海道苫前郡苫前町上平・うえひら

　　０７８-３７１３・北海道苫前郡苫前町興津・おこつ

　　０７８-３６３１・北海道苫前郡苫前町香川（３３８～８４９)・かがわ

　　０７８-３７１４・北海道苫前郡苫前町香川（その他）・かがわ(そのた)

　　０７８-３６３６・北海道苫前郡苫前町霧立・きりたち

　　０７８-３６３３・北海道苫前郡苫前町小川・こがわ

　　０７８-３６３７・北海道苫前郡苫前町九重・ここのえ

　　０７８-３６２１・北海道苫前郡苫前町古丹別・こたんべつ

　　０７８-３７０２・北海道苫前郡苫前町栄浜・さかえはま

　　０７８-３６３８・北海道苫前郡苫前町三渓・さんけい

　　０７８-３７１５・北海道苫前郡苫前町昭和・しようわ

　　０７８-３７０１・北海道苫前郡苫前町苫前・とままえ

　　０７８-３７１６・北海道苫前郡苫前町豊浦・とようら

　　０７８-３６３２・北海道苫前郡苫前町長島・ながしま

　　０７８-３６３５・北海道苫前郡苫前町東川・ひがしかわ

　　０７８-３７１７・北海道苫前郡苫前町三豊・みとよ

　　０７８-３５４１・北海道苫前郡苫前町力昼・りきびる

　　０７８-４１００・北海道苫前郡羽幌町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０７８-４１４４・北海道苫前郡羽幌町曙・あけほﾞの

　　０７８-４１１７・北海道苫前郡羽幌町朝日・あさひ

　　０７８-４１４２・北海道苫前郡羽幌町上築・かみちく

　　０７８-４１３４・北海道苫前郡羽幌町上羽幌・かみはほﾞろ

　　０７８-４１１０・北海道苫前郡羽幌町北大通・きたおおどおり

　　０７８-４１１９・北海道苫前郡羽幌町北町・きたまち

　　０７８-４１１１・北海道苫前郡羽幌町北一条・きた１じよう

　　０７８-４１１２・北海道苫前郡羽幌町北二条・きた２じよう



　　０７８-４１１３・北海道苫前郡羽幌町北三条・きた３じよう

　　０７８-４１１４・北海道苫前郡羽幌町北四条・きた４じよう

　　０７８-４１１５・北海道苫前郡羽幌町北五条・きた５じよう

　　０７８-４１１６・北海道苫前郡羽幌町北六条・きた６じよう

　　０７８-４１３１・北海道苫前郡羽幌町寿町・ことぶきちよう

　　０７８-４１２１・北海道苫前郡羽幌町幸町・さいわいちよう

　　０７８-４１２３・北海道苫前郡羽幌町栄町・さかえまち

　　０７８-４１４０・北海道苫前郡羽幌町汐見・しおみ

　　０７８-４１３３・北海道苫前郡羽幌町平・たいら

　　０７８-４１４３・北海道苫前郡羽幌町高台・たかだい

　　０７８-４１４１・北海道苫前郡羽幌町築別・ちくべつ

　　０７８-４１４５・北海道苫前郡羽幌町築別炭砿・ちくべつたんこう

　　０７８-４１３２・北海道苫前郡羽幌町中央・ちゆうおう

　　０７８-３９５１・北海道苫前郡羽幌町天売（相影）・てうり(あいかげ)

　　０７８-３９５３・北海道苫前郡羽幌町天売（和浦）・てうり(かずうら)

　　０７８-３９５２・北海道苫前郡羽幌町天売（富磯）・てうり(とみいそ)

　　０７８-３９５５・北海道苫前郡羽幌町天売（弁天）・てうり(べんてん)

　　０７８-３９５４・北海道苫前郡羽幌町天売（前浜）・てうり(まえはま)

　　０７８-４１１８・北海道苫前郡羽幌町浜町・はままち

　　０７８-４１３０・北海道苫前郡羽幌町緑町・みどりまち

　　０７８-４１２０・北海道苫前郡羽幌町港町・みなとまち

　　０７８-４１０８・北海道苫前郡羽幌町南大通・みなみおおどおり

　　０７８-４１２２・北海道苫前郡羽幌町南町・みなみまち

　　０７８-４１０１・北海道苫前郡羽幌町南一条・みなみ１じよう

　　０７８-４１０２・北海道苫前郡羽幌町南二条・みなみ２じよう

　　０７８-４１０３・北海道苫前郡羽幌町南三条・みなみ３じよう

　　０７８-４１０４・北海道苫前郡羽幌町南四条・みなみ４じよう

　　０７８-４１０５・北海道苫前郡羽幌町南五条・みなみ５じよう

　　０７８-４１０６・北海道苫前郡羽幌町南六条・みなみ６じよう

　　０７８-４１０７・北海道苫前郡羽幌町南七条・みなみ７じよう

　　０７８-３８７１・北海道苫前郡羽幌町焼尻・やぎしり

　　０７８-４４００・北海道苫前郡初山別村・・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０７８-４４３２・北海道苫前郡初山別村明里・ あけさと

　　０７８-４４１１・北海道苫前郡初山別村有明・ ありあけ

　　０７８-４４３３・北海道苫前郡初山別村共成・ きようせい

　　０７８-４４１２・北海道苫前郡初山別村栄・ さかえ

　　０７８-４４２１・北海道苫前郡初山別村初山別・ しよさんべつ

　　０７８-４４２２・北海道苫前郡初山別村千代田・ ちよだ

　　０７８-４４３１・北海道苫前郡初山別村豊岬・ とよさき

　　０９８-３５００・北海道天塩郡遠別町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０９８-３５３１・北海道天塩郡遠別町旭・あさひ

　　０９８-３５３２・北海道天塩郡遠別町歌越・うたこじ

　　０９８-３５３３・北海道天塩郡遠別町金浦・かなうら

　　０９８-３３６１・北海道天塩郡遠別町北里（１５号の沢）・きたさと(ごうのさわ)

　　０９８-３５０１・北海道天塩郡遠別町北里（その他）・きたさと(そのた)

　　０９８-３５４１・北海道天塩郡遠別町北浜・きたはま

　　０９８-３５１１・北海道天塩郡遠別町久光・きゆうこう

　　０９８-３５２１・北海道天塩郡遠別町共栄・きようえい

　　０９８-３５０２・北海道天塩郡遠別町清川・きよかわ

　　０９８-３５０３・北海道天塩郡遠別町啓明・けいめい

　　０９８-３５４２・北海道天塩郡遠別町幸和・こうわ

　　０９８-３５２２・北海道天塩郡遠別町大成・たいせい

　　０９８-３５１２・北海道天塩郡遠別町中央・ちゆうおう

　　０９８-３５２３・北海道天塩郡遠別町東野・ひがしの

　　０９８-３５３４・北海道天塩郡遠別町富士見・ふじみ

　　０９８-３５４３・北海道天塩郡遠別町本町・ほんちよう

　　０９８-３５０４・北海道天塩郡遠別町丸松・まるまつ

　　０９８-３３００・北海道天塩郡天塩町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０９８-３３１１・北海道天塩郡天塩町産士・うぶじ

　　０９８-３１３３・北海道天塩郡天塩町オヌプナイ・おぬふﾟない

　　０９８-３１３３・北海道天塩郡天塩町雄信内・おのぶない

　　０９８-３３０６・北海道天塩郡天塩町海岸通・かいがんどおり

　　０９８-３３１２・北海道天塩郡天塩町川口・かわぐち

　　０９８-３３１３・北海道天塩郡天塩町作返・さくかえじ

　　０９８-３３１４・北海道天塩郡天塩町更岸・さらきじ

　　０９８-３１３６・北海道天塩郡天塩町下コクネップ・しもこくねつふﾟ

　　０９８-３３０３・北海道天塩郡天塩町新栄通・しんえいどおり

　　０９８-３３０５・北海道天塩郡天塩町新開通・しんかいどおり

　　０９８-３１４２・北海道天塩郡天塩町新成・しんせい

　　０９８-３３０４・北海道天塩郡天塩町新地通・しんちどおり



　　０９８-３１４３・北海道天塩郡天塩町泉源・せんげん

　　０９８-３１３１・北海道天塩郡天塩町タツネウシ・たつねうじ

　　０９８-３１４４・北海道天塩郡天塩町男能富・だんのつふﾟ

　　０９８-３３１５・北海道天塩郡天塩町天塩・てしお

　　０９８-３１４１・北海道天塩郡天塩町西雄信内・にしおのぶない

　　０９８-３１３５・北海道天塩郡天塩町東産士・ひがしうぶじ

　　０９８-３１３２・北海道天塩郡天塩町東雄信内・ひがしおのぶない

　　０９８-３３１６・北海道天塩郡天塩町振老・ふらおい

　　０９８-３１３４・北海道天塩郡天塩町円山・まるやま

　　０９８-３３０２・北海道天塩郡天塩町山手裏通・やまてうらどおり

　　０９８-３３０１・北海道天塩郡天塩町山手通・やまてどおり

　　０９８-６２００・北海道宗谷郡猿払村・・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０９８-６１０１・北海道宗谷郡猿払村浅茅野・ あさちの

　　０９８-６１０２・北海道宗谷郡猿払村浅茅野台地・ あさちのだいち

　　０９８-６２２５・北海道宗谷郡猿払村芦野・ あしの

　　０９８-６２３４・北海道宗谷郡猿払村鬼志別北町・ おにしべつきたまち

　　０９８-６２３２・北海道宗谷郡猿払村鬼志別西町・ おにしべつにしまち

　　０９８-６２３１・北海道宗谷郡猿払村鬼志別東町・ おにしべつひがしまち

　　０９８-６２３３・北海道宗谷郡猿払村鬼志別南町・ おにしべつみなみまち

　　０９８-６１０６・北海道宗谷郡猿払村上猿払・ かみさるふつ

　　０９８-６１０３・北海道宗谷郡猿払村狩別・ かりべつ

　　０９８-６２２８・"北海道宗谷郡猿払村, 小石"・こいじ

　　０９８-６１０４・北海道宗谷郡猿払村猿払・ さるふつ

　　０９８-６３４１・北海道宗谷郡猿払村知来別・ ちらいべつ

　　０９８-６２２６・北海道宗谷郡猿払村豊里・ とよさと

　　０９８-６２２２・北海道宗谷郡猿払村浜鬼志別・ はまおにしべつ

　　０９８-６１０５・北海道宗谷郡猿払村浜猿払・ はまさるふつ

　　０９８-５７００・北海道枝幸郡浜頓別町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０９８-５７４１・北海道枝幸郡浜頓別町旭ケ丘・あさひがおか

　　０９８-５７４４・北海道枝幸郡浜頓別町宇曽丹・うそたん

　　０９８-５７５４・北海道枝幸郡浜頓別町宇津内・うつない

　　０９８-５７０１・北海道枝幸郡浜頓別町栄和・えいわ

　　０９８-５７２５・北海道枝幸郡浜頓別町大通・おおどおり

　　０９８-５７４３・北海道枝幸郡浜頓別町楓・かえで

　　０９８-５７５１・北海道枝幸郡浜頓別町金ヶ丘・かねがおか

　　０９８-５７１１・北海道枝幸郡浜頓別町北１条・きた１じよう

　　０９８-５７１２・北海道枝幸郡浜頓別町北２条・きた２じよう

　　０９８-５７１３・北海道枝幸郡浜頓別町北３条・きた３じよう

　　０９８-５７１４・北海道枝幸郡浜頓別町北４条・きた４じよう

　　０９８-５７６５・北海道枝幸郡浜頓別町共和・きようわ

　　０９８-５７３９・北海道枝幸郡浜頓別町クッチャロ湖畔・くつちやろこはん

　　０９８-５７５２・北海道枝幸郡浜頓別町下頓別・しもとんべつ

　　０９８-５７０３・北海道枝幸郡浜頓別町斜内・しやない

　　０９８-５７５３・北海道枝幸郡浜頓別町高砂・たかさご

　　０９８-５７６１・北海道枝幸郡浜頓別町智福・ちふく

　　０９８-５７０５・北海道枝幸郡浜頓別町中央南・ちゆうおうみなみ

　　０９８-５７０４・北海道枝幸郡浜頓別町中央北・ちゆうおうきた

　　０９８-５７４２・北海道枝幸郡浜頓別町戸出・といで

　　０９８-５７４５・北海道枝幸郡浜頓別町常盤・ときわ

　　０９８-５７０２・北海道枝幸郡浜頓別町豊牛・とようじ

　　０９８-５７０２・北海道枝幸郡浜頓別町豊寒別・とよかんべつ

　　０９８-５７０３・北海道枝幸郡浜頓別町豊浜・とよはま

　　０９８-５７０１・北海道枝幸郡浜頓別町頓別・とんべつ

　　０９８-５７６３・北海道枝幸郡浜頓別町仁達内・にたちない

　　０９８-５７１７・北海道枝幸郡浜頓別町浜頓別・はまとんべつ

　　０９８-５７３４・北海道枝幸郡浜頓別町日の出・ひので

　　０９８-５７６２・北海道枝幸郡浜頓別町ポン仁達内・ほﾟんにたちない

　　０９８-５７３８・北海道枝幸郡浜頓別町緑ケ丘・みどりがおか

　　０９８-５７２１・北海道枝幸郡浜頓別町南１条・みなみ１じよう

　　０９８-５７２２・北海道枝幸郡浜頓別町南２条・みなみ２じよう

　　０９８-５７２３・北海道枝幸郡浜頓別町南３条・みなみ３じよう

　　０９８-５７５５・北海道枝幸郡浜頓別町茂宇津内・もうつない

　　０９８-５７６４・北海道枝幸郡浜頓別町安別・やすべつ

　　０９８-５７６１・北海道枝幸郡浜頓別町山軽・やまがる

　　０９８-５５００・北海道枝幸郡中頓別町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０９８-５１０３・北海道枝幸郡中頓別町秋田・あきた

　　０９８-５５５４・北海道枝幸郡中頓別町旭台・あさひだい

　　０９８-５１０１・北海道枝幸郡中頓別町岩手・いわて

　　０９８-５５６４・北海道枝幸郡中頓別町上駒・かみこま

　　０９８-５１１１・北海道枝幸郡中頓別町上頓別・かみとんべつ



　　０９８-５５６２・北海道枝幸郡中頓別町神崎・かんざき

　　０９８-５５５２・北海道枝幸郡中頓別町寿・ことぶき

　　０９８-５１０２・北海道枝幸郡中頓別町小頓別・しようとんべつ

　　０９８-５５５５・北海道枝幸郡中頓別町豊泉・とよいずみ

　　０９８-５１１２・北海道枝幸郡中頓別町豊平・とよひら

　　０９８-５５５１・北海道枝幸郡中頓別町中頓別・なかとんべつ

　　０９８-５１１３・北海道枝幸郡中頓別町敏音知・ひﾟんねしり

　　０９８-５５６３・北海道枝幸郡中頓別町藤井・ふじい

　　０９８-５５６１・北海道枝幸郡中頓別町兵安・へいあん

　　０９８-５５６５・北海道枝幸郡中頓別町松音知・まつねしり

　　０９８-５５５３・北海道枝幸郡中頓別町弥生・やよい

　　０９８-５８００・北海道枝幸郡枝幸町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０９８-５８２７・北海道枝幸郡枝幸町宇遠内・うえんない

　　０９８-５４４５・北海道枝幸郡枝幸町歌登大曲・うたのほﾞりおおまがり

　　０９８-５４４４・北海道枝幸郡枝幸町歌登大奮・うたのほﾞりおふん

　　０９８-５４４３・北海道枝幸郡枝幸町歌登上徳志別・うたのほﾞりかみとくしべつ

　　０９８-５２２１・北海道枝幸郡枝幸町歌登毛登別・うたのほﾞりけとべつ

　　０９８-５４４１・北海道枝幸郡枝幸町歌登志美宇丹・うたのほﾞりしびうたん

　　０９８-５２１２・北海道枝幸郡枝幸町歌登中央・うたのほﾞりちゆうおう

　　０９８-５２１１・北海道枝幸郡枝幸町歌登西歌登・うたのほﾞりにしうたのほﾞり

　　０９８-５２０６・北海道枝幸郡枝幸町歌登西町・うたのほﾞりにしまち

　　０９８-５２０１・北海道枝幸郡枝幸町歌登パンケナイ・うたのほﾞりはﾟんけない

　　０９８-５２０５・北海道枝幸郡枝幸町歌登桧垣町・うたのほﾞりひがきまち

　　０９８-５２０２・北海道枝幸郡枝幸町歌登東歌登・うたのほﾞりひがしうたのほﾞり

　　０９８-５２０７・北海道枝幸郡枝幸町歌登東町・うたのほﾞりひがしまち

　　０９８-５２０３・北海道枝幸郡枝幸町歌登辺毛内・うたのほﾞりへﾟんけない

　　０９８-５４４２・北海道枝幸郡枝幸町歌登豊沃・うたのほﾞりほうよく

　　０９８-５２１３・北海道枝幸郡枝幸町歌登本幌別・うたのほﾞりほんほろべつ

　　０９８-５２０４・北海道枝幸郡枝幸町歌登南町・うたのほﾞりみなみまち

　　０９８-５８０６・北海道枝幸郡枝幸町梅ケ枝町・うめがえちよう

　　０９８-５８０２・北海道枝幸郡枝幸町岡島・おかしま

　　０９８-５９５２・北海道枝幸郡枝幸町乙忠部・おつちゆうべ

　　０９８-５９５５・北海道枝幸郡枝幸町音標・おとしべ

　　０９８-５９５４・北海道枝幸郡枝幸町上音標・かみおとしべ

　　０９８-５８２６・北海道枝幸郡枝幸町北浜町・きたはまちよう

　　０９８-５８０５・北海道枝幸郡枝幸町幸町・さいわいちよう

　　０９８-５８２１・北海道枝幸郡枝幸町栄町・さかえまち

　　０９８-５８０３・北海道枝幸郡枝幸町下幌別・しもほろべつ

　　０９８-５８０８・北海道枝幸郡枝幸町新港町・しんこうちよう

　　０９８-５８２５・北海道枝幸郡枝幸町新栄町・しんさかえまち

　　０９８-５８１５・北海道枝幸郡枝幸町問牧・といまき

　　０９８-５８０１・北海道枝幸郡枝幸町徳志別・とくしべつ

　　０９８-５９５３・北海道枝幸郡枝幸町風烈布・ふうれつふﾟ

　　０９８-５８２４・北海道枝幸郡枝幸町北栄町・ほくえいちよう

　　０９８-５８２２・北海道枝幸郡枝幸町北幸町・ほつこうちよう

　　０９８-５８０７・北海道枝幸郡枝幸町本町・ほんちよう

　　０９８-５８２３・北海道枝幸郡枝幸町三笠町・みかさちよう

　　０９８-５８１４・北海道枝幸郡枝幸町岬町・みさきちよう

　　０９８-５８０４・北海道枝幸郡枝幸町南浜町・みなみはまちよう

　　０９８-５８１６・北海道枝幸郡枝幸町目梨泊・めなしどまり

　　０９８-５９５１・北海道枝幸郡枝幸町山臼・やまうす

　　０９８-４１００・北海道天塩郡豊富町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０９８-４４６２・北海道天塩郡豊富町阿沙流・あさる

　　０９８-４４５５・北海道天塩郡豊富町芦川・あしかわ

　　０９８-４１０３・北海道天塩郡豊富町有明・ありあけ

　　０９８-４１３８・北海道天塩郡豊富町駅前通・えきまえどおり

　　０９８-４１１０・北海道天塩郡豊富町大通り・おおどおり

　　０９８-４４６８・北海道天塩郡豊富町落合（４４６８)・おちあい

　　０９８-４１１７・北海道天塩郡豊富町落合（その他）・おちあい(そのた)

　　０９８-４１３２・北海道天塩郡豊富町温泉・おんせん

　　０９８-４４５６・北海道天塩郡豊富町開源・かいげん

　　０９８-４４５１・北海道天塩郡豊富町兜沼・かぶとぬま

　　０９８-４１４１・北海道天塩郡豊富町三条通り・さんじようどおり

　　０９８-４１０４・北海道天塩郡豊富町修徳・しゆうとく

　　０９８-４１３６・北海道天塩郡豊富町新生・しんせい

　　０９８-４４６６・北海道天塩郡豊富町清明・せいめい

　　０９８-４１４０・北海道天塩郡豊富町停車場通・ていしやはﾞどおり

　　０９８-４１３７・北海道天塩郡豊富町徳満・とくみつ

　　０９８-４１３５・北海道天塩郡豊富町豊川・とよかわ

　　０９８-４４６７・北海道天塩郡豊富町豊里・とよさと



　　０９８-４１３４・北海道天塩郡豊富町豊幌・とよほろ

　　０９８-４１３９・北海道天塩郡豊富町仲通り・なかどおり

　　０９８-４１１６・北海道天塩郡豊富町西豊富・にしとよとみ

　　０９８-４１１１・北海道天塩郡豊富町西一条・にし１じよう

　　０９８-４１１２・北海道天塩郡豊富町西二条・にし２じよう

　　０９８-４１１３・北海道天塩郡豊富町西三条・にし３じよう

　　０９８-４１１４・北海道天塩郡豊富町西四条・にし４じよう

　　０９８-４１１５・北海道天塩郡豊富町西五条・にし５じよう

　　０９８-４４５７・北海道天塩郡豊富町沼向・ぬまむかい

　　０９８-４１３１・北海道天塩郡豊富町東豊富・ひがしとよとみ

　　０９８-４１２１・北海道天塩郡豊富町東一条・ひがし１じよう

　　０９８-４１２２・北海道天塩郡豊富町東二条・ひがし２じよう

　　０９８-４１２３・北海道天塩郡豊富町東三条・ひがし３じよう

　　０９８-４１２４・北海道天塩郡豊富町東四条・ひがし４じよう

　　０９８-４１２５・北海道天塩郡豊富町東五条・ひがし５じよう

　　０９８-４１２６・北海道天塩郡豊富町東六条・ひがし６じよう

　　０９８-４１０１・北海道天塩郡豊富町福永・ふくなが

　　０９８-４４６４・北海道天塩郡豊富町豊栄・ほうえい

　　０９８-４４６５・北海道天塩郡豊富町豊田・ほうでん

　　０９８-４１０６・北海道天塩郡豊富町豊徳・ほうとく

　　０９８-４１０５・北海道天塩郡豊富町幌加・ほろか

　　０９８-４１３３・北海道天塩郡豊富町本流・ほんりゆう

　　０９８-４４６１・北海道天塩郡豊富町瑞穂東・みずほひがじ

　　０９８-４４６３・北海道天塩郡豊富町瑞穂南・みずほみなみ

　　０９８-４１０２・北海道天塩郡豊富町目梨別・めなしべつ

　　０９８-４１０７・北海道天塩郡豊富町稚咲内・わかさかない

　　０９７-１２００・北海道礼文郡礼文町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０９７-１２０１・北海道礼文郡礼文町香深村・かふかむら

　　０９７-１２０２・北海道礼文郡礼文町船泊村（ウヱンナイ）・(うえんない)

　　０９７-１１１１・北海道礼文郡礼文町船泊村（その他）・ふなどまりむら(そのた)

　　０９７-０４００・北海道利尻郡利尻町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０９７-０４０１・北海道利尻郡利尻町沓形・くつがた

　　０９７-０３１１・北海道利尻郡利尻町仙法志・せんほﾟうじ

　　０９７-０１００・北海道利尻郡利尻富士町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０９７-０１０１・北海道利尻郡利尻富士町鴛泊・おしどまり

　　０９７-０２１１・北海道利尻郡利尻富士町鬼脇・おにわき

　　０９８-３２００・北海道天塩郡幌延町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０９８-３２２６・北海道天塩郡幌延町開進・かいしん

　　０９８-２９４１・北海道天塩郡幌延町上問寒・かみといかん

　　０９８-３２２５・北海道天塩郡幌延町上幌延・かみほろのべ

　　０９８-３２２１・北海道天塩郡幌延町栄町・さかえまち

　　０９８-３２２８・北海道天塩郡幌延町下沼・しもぬま

　　０９８-２９４３・北海道天塩郡幌延町問寒別・といかんべつ

　　０９８-２９４２・北海道天塩郡幌延町中問寒・なかといかん

　　０９８-３２２７・北海道天塩郡幌延町浜里・はまさと

　　０９８-３２２２・北海道天塩郡幌延町東町・ひがしまち

　　０９８-３２２４・北海道天塩郡幌延町北進・ほくしん

　　０９８-３２２３・北海道天塩郡幌延町幌延・ほろのべ

　　０９８-３２０７・北海道天塩郡幌延町宮園町・みやぞのまち

　　０９８-３２１７・北海道天塩郡幌延町元町・もとまち

　　０９８-３２５１・北海道天塩郡幌延町雄興・ゆうこう

　　０９８-３２１１・北海道天塩郡幌延町一条南・１じようみなみ

　　０９８-３２０１・北海道天塩郡幌延町一条北・１じようきた

　　０９８-３２１２・北海道天塩郡幌延町二条南・２じようみなみ

　　０９８-３２０２・北海道天塩郡幌延町二条北・２じようきた

　　０９８-３２１３・北海道天塩郡幌延町三条南・３じようみなみ

　　０９８-３２０３・北海道天塩郡幌延町三条北・３じようきた

　　０９８-３２１４・北海道天塩郡幌延町四条南・４じようみなみ

　　０９８-３２０４・北海道天塩郡幌延町四条北・４じようきた

　　０９８-３２１５・北海道天塩郡幌延町五条南・５じようみなみ

　　０９８-３２０５・北海道天塩郡幌延町五条北・５じようきた

　　０９８-３２１６・北海道天塩郡幌延町六条南・６じようみなみ

　　０９８-３２０６・北海道天塩郡幌延町六条北・６じようきた

　　０９２-００００・北海道網走郡美幌町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０９２-００６４・北海道網走郡美幌町青葉・あおはﾞ

　　０９２-００６５・北海道網走郡美幌町青山南・あおやまみなみ

　　０９２-００６６・北海道網走郡美幌町青山北・あおやまきた

　　０９２-０００６・北海道網走郡美幌町昭野・あきの

　　０９２-００２７・北海道網走郡美幌町稲美・いなみ

　　０９２-００３１・北海道網走郡美幌町大通南・おおどおりみなみ



　　０９２-００５０・北海道網走郡美幌町大通北・おおどおりきた

　　０９２-０１８１・北海道網走郡美幌町上町・かみまち

　　０９２-０１７５・北海道網走郡美幌町駒生（２６８)・こまおい

　　０９２-００２５・北海道網走郡美幌町駒生（その他）・こまおい(そのた)

　　０９２-００１２・北海道網走郡美幌町栄町・さかえまち

　　０９２-０１７４・北海道網走郡美幌町栄森・さかえもり

　　０９２-００１５・北海道網走郡美幌町新町・しんまち

　　０９２-０００１・北海道網走郡美幌町高野・たかの

　　０９２-００１８・北海道網走郡美幌町田中・たなか

　　０９２-０１８４・北海道網走郡美幌町登栄・といえ

　　０９２-０００７・北海道網走郡美幌町豊岡・とよおか

　　０９２-００２３・北海道網走郡美幌町豊富・とよとみ

　　０９２-０１８３・北海道網走郡美幌町豊幌・とよほろ

　　０９２-０００３・北海道網走郡美幌町鳥里・とりさと

　　０９２-０００４・北海道網走郡美幌町仲町・なかまち

　　０９２-００３２・北海道網走郡美幌町西一条南・にし１じようみなみ

　　０９２-００６１・北海道網走郡美幌町西一条北・にし１じようきた

　　０９２-００３３・北海道網走郡美幌町西二条南・にし２じようみなみ

　　０９２-００６２・北海道網走郡美幌町西二条北・にし２じようきた

　　０９２-０１７６・北海道網走郡美幌町野崎（１０３)・のざき

　　０９２-０１７６・北海道網走郡美幌町野崎（１２２)・のざき

　　０９２-０００５・北海道網走郡美幌町野崎（その他）・のざき(そのた)

　　０９２-００１１・北海道網走郡美幌町東町・ひがしまち

　　０９２-００４１・北海道網走郡美幌町東一条南・ひがし１じようみなみ

　　０９２-００５１・北海道網走郡美幌町東一条北・ひがし１じようきた

　　０９２-００４２・北海道網走郡美幌町東二条南・ひがし２じようみなみ

　　０９２-００５２・北海道網走郡美幌町東二条北・ひがし２じようきた

　　０９２-００４３・北海道網走郡美幌町東三条南・ひがし３じようみなみ

　　０９２-００５３・北海道網走郡美幌町東三条北・ひがし３じようきた

　　０９２-００４４・北海道網走郡美幌町東四条南・ひがし４じようみなみ

　　０９２-００２１・北海道網走郡美幌町日並・ひなみ

　　０９２-００６９・北海道網走郡美幌町日の出・ひので

　　０９２-０１７３・北海道網走郡美幌町美和・びわ

　　０９２-００２４・北海道網走郡美幌町福住・ふくずみ

　　０９２-００２２・北海道網走郡美幌町古梅・ふるうめ

　　０９２-００１７・北海道網走郡美幌町報徳・ほうとく

　　０９２-００１４・北海道網走郡美幌町美里・みさと

　　０９２-００１６・北海道網走郡美幌町瑞治・みずはる

　　０９２-００６７・北海道網走郡美幌町三橋南・みつはしみなみ

　　０９２-００６８・北海道網走郡美幌町三橋町・みつはしちよう

　　０９２-０１７１・北海道網走郡美幌町美富（１２７～１５１)・みとみ

　　０９２-０１７１・北海道網走郡美幌町美富（１８３～５７９)・みとみ

　　０９２-００３０・北海道網走郡美幌町美富（その他）・みとみ(そのた)

　　０９２-０００２・北海道網走郡美幌町美禽・みどり

　　０９２-００２６・北海道網走郡美幌町都橋・みやこはﾞじ

　　０９２-００１３・北海道網走郡美幌町美芳・みよじ

　　０９２-００６３・北海道網走郡美幌町元町・もとまち

　　０９２-０２００・北海道網走郡津別町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０９２-０３６１・北海道網走郡津別町相生・あいおい

　　０９２-０２３４・北海道網走郡津別町旭町・あさひまち

　　０９２-０２０５・北海道網走郡津別町岩富・いわとみ

　　０９２-０２３１・北海道網走郡津別町大通・おおどおり

　　０９２-０３５５・北海道網走郡津別町恩根・おんね

　　０９２-０２３３・北海道網走郡津別町柏町・かしわまち

　　０９２-０２０６・北海道網走郡津別町活汲・かつくみ

　　０９２-０２２２・北海道網走郡津別町上里・かみさと

　　０９２-０３５２・北海道網走郡津別町木樋・きとい

　　０９２-０２２５・北海道網走郡津別町共和・きようわ

　　０９２-０２３５・北海道網走郡津別町幸町・さいわいまち

　　０９２-０３５６・北海道網走郡津別町栄・さかえ

　　０９２-０２３２・北海道網走郡津別町新町・しんまち

　　０９２-０３５７・北海道網走郡津別町大昭・たいしよう

　　０９２-０２２１・北海道網走郡津別町高台・たかだい

　　０９２-０２０３・北海道網走郡津別町達美・たつみ

　　０９２-０２２４・北海道網走郡津別町豊永・とよなが

　　０９２-０２１４・北海道網走郡津別町西二条・にし２じよう

　　０９２-０２１１・北海道網走郡津別町西三条・にし３じよう

　　０９２-０２１３・北海道網走郡津別町西四条・にし４じよう

　　０９２-０３６２・北海道網走郡津別町布川・ぬのかわ

　　０９２-０３５８・北海道網走郡津別町沼沢・ぬまさわ



　　０９２-０２０７・北海道網走郡津別町東岡・ひがしおか

　　０９２-０２１６・北海道網走郡津別町東二条・ひがし２じよう

　　０９２-０２１７・北海道網走郡津別町東三条・ひがし３じよう

　　０９２-０２１８・北海道網走郡津別町東四条・ひがし４じよう

　　０９２-０３５４・北海道網走郡津別町双葉・ふたはﾞ

　　０９２-０３５３・北海道網走郡津別町二又・ふたまた

　　０９２-０３５１・北海道網走郡津別町本岐・ほんき

　　０９２-０２３６・北海道網走郡津別町本町・ほんちよう

　　０９２-０２２３・北海道網走郡津別町美都・みと

　　０９２-０２１２・北海道網走郡津別町緑町・みどりまち

　　０９２-０２０１・北海道網走郡津別町最上・もがみ

　　０９２-０２１５・北海道網走郡津別町一条通・１じようどおり

　　０９９-４１００・北海道斜里郡斜里町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０９９-４１１７・北海道斜里郡斜里町青葉町・あおはﾞちよう

　　０９９-４１１４・北海道斜里郡斜里町朝日町・あさひまち

　　０９９-４１２７・北海道斜里郡斜里町以久科南・いくしなみなみ

　　０９９-４１２６・北海道斜里郡斜里町以久科北・いくしなきた

　　０９９-４３５６・北海道斜里郡斜里町岩尾別・いわおべつ

　　０９９-４３５１・北海道斜里郡斜里町ウトロ香川・うとろかがわ

　　０９９-４３５２・北海道斜里郡斜里町ウトロ高原・うとろこうげん

　　０９９-４３５３・北海道斜里郡斜里町ウトロ中島・うとろなかじま

　　０９９-４３５５・北海道斜里郡斜里町ウトロ東・うとろひがじ

　　０９９-４３５４・北海道斜里郡斜里町ウトロ西・うとろにじ

　　０９９-４１４３・北海道斜里郡斜里町川上・かわかみ

　　０９９-４１１５・北海道斜里郡斜里町光陽町・こうようちよう

　　０９９-４１３１・北海道斜里郡斜里町越川・こしかわ

　　０９９-４１２４・北海道斜里郡斜里町朱円・しゆえん

　　０９９-４１２３・北海道斜里郡斜里町朱円東・しゆえんひがじ

　　０９９-４１２５・北海道斜里郡斜里町朱円西・しゆえんにじ

　　０９９-４１１８・北海道斜里郡斜里町新光町・しんこうちよう

　　０９９-４１４４・北海道斜里郡斜里町大栄・たいえい

　　０９９-４１４１・北海道斜里郡斜里町豊倉・とよくら

　　０９９-４１３４・北海道斜里郡斜里町豊里・とよさと

　　０９９-４１４２・北海道斜里郡斜里町中斜里・なかしやり

　　０９９-４１４７・北海道斜里郡斜里町西町・にしまち

　　０９９-４１２１・北海道斜里郡斜里町日の出・ひので

　　０９９-４１３２・北海道斜里郡斜里町富士・ふじ

　　０９９-４１１６・北海道斜里郡斜里町文光町・ぶんこうちよう

　　０９９-４１１３・北海道斜里郡斜里町本町・ほんまち

　　０９９-４１１１・北海道斜里郡斜里町前浜町・まえはままち

　　０９９-４３５７・北海道斜里郡斜里町真鯉・まこい

　　０９９-４１４５・北海道斜里郡斜里町美咲・みさき

　　０９９-４１３３・北海道斜里郡斜里町三井・みつい

　　０９９-４１４６・北海道斜里郡斜里町港西町・みなとにしまち

　　０９９-４１１２・北海道斜里郡斜里町港町・みなとまち

　　０９９-４１２２・北海道斜里郡斜里町峰浜・みねはま

　　０９９-４１３５・北海道斜里郡斜里町来運・らいうん

　　０９９-４４００・北海道斜里郡清里町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０９９-４５２４・北海道斜里郡清里町青葉・あおはﾞ

　　０９９-４４０１・北海道斜里郡清里町上斜里・かみしやり

　　０９９-４５２２・北海道斜里郡清里町神威・かもい

　　０９９-４５２３・北海道斜里郡清里町川向・かわむかい

　　０９９-４５２６・北海道斜里郡清里町清泉・きよいずみ

　　０９９-４４０４・北海道斜里郡清里町江南・こうなん

　　０９９-４４０３・北海道斜里郡清里町向陽・こうよう

　　０９９-４５２１・北海道斜里郡清里町札弦町・さつつるまち

　　０９９-４４０２・北海道斜里郡清里町下江鳶・しもえとんび

　　０９９-４４０７・北海道斜里郡清里町新町・しんまち

　　０９９-４４０５・北海道斜里郡清里町羽衣町・はごろもまち

　　０９９-４４０６・北海道斜里郡清里町水元町・みずもとまち

　　０９９-４５２５・北海道斜里郡清里町緑町・みどりまち

　　０９９-３６００・北海道斜里郡小清水町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０９９-３６１６・北海道斜里郡小清水町旭・あさひ

　　０９９-３６０３・北海道斜里郡小清水町泉・いずみ

　　０９９-３６１３・北海道斜里郡小清水町神浦・かみうら

　　０９９-３６１１・北海道斜里郡小清水町上徳・かみとく

　　０９９-３６０１・北海道斜里郡小清水町萱野・かやの

　　０９９-３６１２・北海道斜里郡小清水町共和・きようわ

　　０９９-３４５１・北海道斜里郡小清水町倉栄・そうえい

　　０９９-３６１５・北海道斜里郡小清水町中里・なかさと



　　０９９-３４５２・北海道斜里郡小清水町浜小清水・はまこしみず

　　０９９-３６０２・北海道斜里郡小清水町東野・ひがしの

　　０９９-３４５３・北海道斜里郡小清水町北斗・ほくと

　　０９９-３６０４・北海道斜里郡小清水町水上・みずかみ

　　０９９-３６４２・北海道斜里郡小清水町南町・みなみまち

　　０９９-３６１４・北海道斜里郡小清水町美和・みわ

　　０９９-３６０５・北海道斜里郡小清水町もこと山・もことやま

　　０９９-３６４１・北海道斜里郡小清水町元町・もとまち

　　０９９-３４５４・北海道斜里郡小清水町止別・やんべつ

　　０９９-１４００・北海道常呂郡訓子府町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０９９-１４３２・北海道常呂郡訓子府町旭町・あさひまち

　　０９９-１４１１・北海道常呂郡訓子府町大谷・おおたに

　　０９９-１４３６・北海道常呂郡訓子府町大町・おおまち

　　０９９-１４１４・北海道常呂郡訓子府町開盛・かいせい

　　０９９-１４０４・北海道常呂郡訓子府町柏丘・かしわおか

　　０９９-１４１３・北海道常呂郡訓子府町協成・きようせい

　　０９９-１４２６・北海道常呂郡訓子府町清住・きよずみ

　　０９９-１４２１・北海道常呂郡訓子府町駒里・こまさと

　　０９９-１４３４・北海道常呂郡訓子府町栄町・さかえまち

　　０９９-１４１７・北海道常呂郡訓子府町末広町・すえひろまち

　　０９９-１４０５・北海道常呂郡訓子府町高園・たかぞの

　　０９９-１４１６・北海道常呂郡訓子府町常盤・ときわ

　　０９９-１４２７・北海道常呂郡訓子府町豊坂・とよさか

　　０９９-１４３３・北海道常呂郡訓子府町仲町・なかまち

　　０９９-１４２３・北海道常呂郡訓子府町西幸町・にしさいわいまち

　　０９９-１４２４・北海道常呂郡訓子府町西富・にしとみ

　　０９９-１４０３・北海道常呂郡訓子府町東幸町・ひがしさいわいまち

　　０９９-１４３１・北海道常呂郡訓子府町東町・ひがしまち

　　０９９-１４０１・北海道常呂郡訓子府町日出・ひので

　　０９９-１４０７・北海道常呂郡訓子府町福野・ふくの

　　０９９-１４２２・北海道常呂郡訓子府町北栄・ほくえい

　　０９９-１４０２・北海道常呂郡訓子府町穂波・ほなみ

　　０９９-１４１８・北海道常呂郡訓子府町実郷・みさと

　　０９９-１４１５・北海道常呂郡訓子府町美園・みその

　　０９９-１４１２・北海道常呂郡訓子府町緑丘・みどりおか

　　０９９-１４３７・北海道常呂郡訓子府町元町・もとまち

　　０９９-１４０６・北海道常呂郡訓子府町弥生・やよい

　　０９９-１４３５・北海道常呂郡訓子府町若富町・わかとみまち

　　０９９-１４２５・北海道常呂郡訓子府町若葉町・わかはﾞまち

　　０９９-１１００・北海道常呂郡置戸町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０９９-１３６４・北海道常呂郡置戸町秋田・あきた

　　０９９-１１１６・北海道常呂郡置戸町朝日・あさひ

　　０９９-１２５１・北海道常呂郡置戸町安住・あずみ

　　０９９-１１３７・北海道常呂郡置戸町大美・おおみ

　　０９９-１３６２・北海道常呂郡置戸町雄勝・おかち

　　０９９-１２５３・北海道常呂郡置戸町春日・かすが

　　０９９-１２５２・北海道常呂郡置戸町勝山・かつやま

　　０９９-１３６６・北海道常呂郡置戸町川南・かわみなみ

　　０９９-１１１４・北海道常呂郡置戸町協生・きようせい

　　０９９-１１３２・北海道常呂郡置戸町協和・きようわ

　　０９９-１１３３・北海道常呂郡置戸町更盛・こうせい

　　０９９-１１３５・北海道常呂郡置戸町国栄・こくえい

　　０９９-１３６１・北海道常呂郡置戸町境野・さかいの

　　０９９-１１０４・北海道常呂郡置戸町栄一・さかえいち

　　０９９-１１０３・北海道常呂郡置戸町栄二・さかえに

　　０９９-１３６３・北海道常呂郡置戸町幸岡・さちおか

　　０９９-１１３４・北海道常呂郡置戸町十全・じゆうぜん

　　０９９-１１１３・北海道常呂郡置戸町新光・しんこう

　　０９９-１１０６・北海道常呂郡置戸町新和・しんわ

　　０９９-１１０５・北海道常呂郡置戸町洗心・せんしん

　　０９９-１１２３・北海道常呂郡置戸町拓殖・たくしよく

　　０９９-１１２４・北海道常呂郡置戸町拓実・たくじつ

　　０９９-１１３１・北海道常呂郡置戸町中央・ちゆうおう

　　０９９-１２５４・北海道常呂郡置戸町常元・つねもと

　　０９９-１３６７・北海道常呂郡置戸町常盤・ときわ

　　０９９-１３６５・北海道常呂郡置戸町豊住・とよずみ

　　０９９-１１３８・北海道常呂郡置戸町中里・なかさと

　　０９９-１１３６・北海道常呂郡置戸町日進・につしん

　　０９９-１１２１・北海道常呂郡置戸町北農・ほくのう

　　０９９-１１０１・北海道常呂郡置戸町北光・ほつこう



　　０９９-１１０２・北海道常呂郡置戸町緑・みどり

　　０９９-１１１７・北海道常呂郡置戸町宮坂・みやさか

　　０９９-１１１５・北海道常呂郡置戸町宮下・みやした

　　０９９-１１２２・北海道常呂郡置戸町林友・りんゆう

　　０９９-１１１８・北海道常呂郡置戸町若木・わかぎ

　　０９９-１１１２・北海道常呂郡置戸町若松・わかまつ

　　０９３-０５００・北海道常呂郡佐呂間町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０９１-０５５３・北海道常呂郡佐呂間町朝日・あさひ

　　０９３-０５０２・北海道常呂郡佐呂間町永代町・えいだいちよう

　　０９１-０５５７・北海道常呂郡佐呂間町川西・かわにじ

　　０９３-０５０５・北海道常呂郡佐呂間町北・きた

　　０９１-０４７３・北海道常呂郡佐呂間町共立・きようりつ

　　０９１-０５５６・北海道常呂郡佐呂間町啓生・けいせい

　　０９３-０５０３・北海道常呂郡佐呂間町幸町・さいわいちよう

　　０９１-０４７２・北海道常呂郡佐呂間町栄・さかえ

　　０９１-０４７１・北海道常呂郡佐呂間町大成・たいせい

　　０９３-０５０８・北海道常呂郡佐呂間町知来・ちらい

　　０９１-０５５８・北海道常呂郡佐呂間町栃木・とちぎ

　　０９３-０５０６・北海道常呂郡佐呂間町富武士・とつふﾟじ

　　０９１-０５５２・北海道常呂郡佐呂間町富丘・とみおか

　　０９１-０５５５・北海道常呂郡佐呂間町中園・なかぞの

　　０９３-０４２１・北海道常呂郡佐呂間町浪速・なにわ

　　０９３-０４２４・北海道常呂郡佐呂間町仁倉・にくら

　　０９３-０５０４・北海道常呂郡佐呂間町西富・にしとみ

　　０９３-０４２３・北海道常呂郡佐呂間町浜佐呂間・はまさろま

　　０９３-０５０７・北海道常呂郡佐呂間町東・ひがじ

　　０９１-０５５４・北海道常呂郡佐呂間町武士・ぶじ

　　０９３-０４２２・北海道常呂郡佐呂間町幌岩・ほろいわ

　　０９３-０５０１・北海道常呂郡佐呂間町宮前町・みやまえちよう

　　０９１-０５５１・北海道常呂郡佐呂間町若佐・わかさ

　　０９３-０５３２・北海道常呂郡佐呂間町若里・わかさと

　　０９９-０４００・北海道紋別郡遠軽町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０９９-０７０１・北海道紋別郡遠軽町生田原・いくたはら

　　０９９-０６２３・北海道紋別郡遠軽町生田原旭野・いくたはらあさひの

　　０９９-０７０２・北海道紋別郡遠軽町生田原伊吹・いくたはらいぶき

　　０９９-０７０４・北海道紋別郡遠軽町生田原岩戸・いくたはらいわと

　　０９９-０７０５・北海道紋別郡遠軽町生田原清里・いくたはらきよさと

　　０９９-０６２４・北海道紋別郡遠軽町生田原豊原・いくたはらとよはら

　　０９９-０６２１・北海道紋別郡遠軽町生田原水穂・いくたはらみずほ

　　０９９-０７０３・北海道紋別郡遠軽町生田原八重・いくたはらやえ

　　０９９-０６２２・北海道紋別郡遠軽町生田原安国・いくたはらやすくに

　　０９９-０４１５・北海道紋別郡遠軽町岩見通南・いわみどおりみなみ

　　０９９-０４０５・北海道紋別郡遠軽町岩見通北・いわみどおりきた

　　０９９-０４１６・北海道紋別郡遠軽町大通南・おおどおりみなみ

　　０９９-０４０４・北海道紋別郡遠軽町大通北・おおどおりきた

　　０９９-０１２６・北海道紋別郡遠軽町奥白滝・おくしらたき

　　０９９-０４０１・北海道紋別郡遠軽町学田・がくでん

　　０９９-０３４７・北海道紋別郡遠軽町柏・かしわ

　　０９９-０１２７・北海道紋別郡遠軽町上白滝・かみしらたき

　　０９９-０１０２・北海道紋別郡遠軽町旧白滝・きゆうしらたき

　　０９９-０４２２・北海道紋別郡遠軽町清川・きよかわ

　　０９９-０４１３・北海道紋別郡遠軽町寿町・ことぶきちよう

　　０９９-０３４３・北海道紋別郡遠軽町栄野・さかえの

　　０９９-０１０１・北海道紋別郡遠軽町下白滝・しもしらたき

　　０９９-０４２６・北海道紋別郡遠軽町社名淵・しやなふち

　　０９９-０１１１・北海道紋別郡遠軽町白滝・しらたき

　　０９９-０１２３・北海道紋別郡遠軽町白滝上支湧別・しらたきかみしゆうべつ

　　０９９-０１２１・北海道紋別郡遠軽町白滝北支湧別・しらたききたしゆうべつ

　　０９９-０１２２・北海道紋別郡遠軽町白滝支湧別・しらたきしゆうべつ

　　０９９-０１２５・北海道紋別郡遠軽町白滝天狗平・しらたきてんぐだいら

　　０９９-０３４１・北海道紋別郡遠軽町瀬戸瀬東町・せとせひがしまち

　　０９９-０３４２・北海道紋別郡遠軽町瀬戸瀬西町・せとせにしまち

　　０９９-０４２５・北海道紋別郡遠軽町千代田・ちよだ

　　０９９-０４０８・北海道紋別郡遠軽町留岡・とめおか

　　０９９-０４１２・北海道紋別郡遠軽町豊里・とよさと

　　０９９-０４２８・北海道紋別郡遠軽町西町・にしまち

　　０９９-０３４４・北海道紋別郡遠軽町野上・のがみ

　　０９９-０１２４・北海道紋別郡遠軽町東白滝・ひがししらたき

　　０９９-０４１０・北海道紋別郡遠軽町東町・ひがしまち

　　０９９-０４２１・北海道紋別郡遠軽町福路・ふくろ



　　０９９-０２１１・北海道紋別郡遠軽町丸瀬布金山・まるせつふﾟかなやま

　　０９９-０２１２・北海道紋別郡遠軽町丸瀬布上丸・まるせつふﾟかみまる

　　０９９-０２１３・北海道紋別郡遠軽町丸瀬布上武利・まるせつふﾟかみむりい

　　０９９-０２０１・北海道紋別郡遠軽町丸瀬布新町・まるせつふﾟしんまち

　　０９９-０２１４・北海道紋別郡遠軽町丸瀬布大平・まるせつふﾟたいへい

　　０９９-０２０２・北海道紋別郡遠軽町丸瀬布天神町・まるせつふﾟてんじんまち

　　０９９-０２０３・北海道紋別郡遠軽町丸瀬布中町・まるせつふﾟなかまち

　　０９９-０２０４・北海道紋別郡遠軽町丸瀬布西町・まるせつふﾟにしまち

　　０９９-０２０５・北海道紋別郡遠軽町丸瀬布東町・まるせつふﾟひがしまち

　　０９９-０２０６・北海道紋別郡遠軽町丸瀬布水谷町・まるせつふﾟみずたにまち

　　０９９-０２１５・北海道紋別郡遠軽町丸瀬布南丸・まるせつふﾟみなみまる

　　０９９-０２１６・北海道紋別郡遠軽町丸瀬布武利・まるせつふﾟむりい

　　０９９-０２０７・北海道紋別郡遠軽町丸瀬布元町・まるせつふﾟもとまち

　　０９９-０４０７・北海道紋別郡遠軽町丸大・まるだい

　　０９９-０４１４・北海道紋別郡遠軽町南町・みなみまち

　　０９９-０４２７・北海道紋別郡遠軽町見晴・みはらじ

　　０９９-０４２４・北海道紋別郡遠軽町美山・みやま

　　０９９-０４０６・北海道紋別郡遠軽町宮前町・みやまえちよう

　　０９９-０４１１・北海道紋別郡遠軽町向遠軽・むかいえんがる

　　０９９-０３４５・北海道紋別郡遠軽町湯の里・ゆのさと

　　０９９-０３４６・北海道紋別郡遠軽町若咲内・わかさくない

　　０９９-０４２３・北海道紋別郡遠軽町若松・わかまつ

　　０９９-０４１７・北海道紋別郡遠軽町一条通南・１じようどおりみなみ

　　０９９-０４０３・北海道紋別郡遠軽町一条通北・１じようどおりきた

　　０９９-０４１８・北海道紋別郡遠軽町二条通南・２じようどおりみなみ

　　０９９-０４０２・北海道紋別郡遠軽町二条通北・２じようどおりきた

　　０９９-６４００・北海道紋別郡湧別町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０９９-６４０２・北海道紋別郡湧別町曙町・あけほﾞのまち

　　０９９-６３２１・北海道紋別郡湧別町旭・あさひ

　　０９９-６５０３・北海道紋別郡湧別町開盛・かいせい

　　０９３-０７３２・北海道紋別郡湧別町上芭露・かみはﾞろう

　　０９９-６５０４・北海道紋別郡湧別町上富美・かみふみ

　　０９９-６５０１・北海道紋別郡湧別町上湧別屯田市街地・かみゆうべつとんでんしがいち

　　０９９-６４１５・北海道紋別郡湧別町川西・かわにじ

　　０９９-６３２５・北海道紋別郡湧別町北兵村一区・きたへいそんいつく

　　０９９-６３２３・北海道紋別郡湧別町北兵村二区・きたへいそんにく

　　０９９-６３２２・北海道紋別郡湧別町北兵村三区・きたへいそんさんく

　　０９３-０６５１・北海道紋別郡湧別町計呂地・けろち

　　０９９-６４０４・北海道紋別郡湧別町栄町・さかえまち

　　０９９-６５０６・北海道紋別郡湧別町札富美・さつふみ

　　０９３-０６５２・北海道紋別郡湧別町志撫子・しぶじ

　　０９９-６２７１・北海道紋別郡湧別町信部内・しぶない

　　０９９-６４１２・北海道紋別郡湧別町登栄床・とえとこ

　　０９９-６３２６・北海道紋別郡湧別町中湧別北町・なかゆうべつきたまち

　　０９９-６３２９・北海道紋別郡湧別町中湧別中町・なかゆうべつなかまち

　　０９９-６３２７・北海道紋別郡湧別町中湧別東町・なかゆうべつひがしまち

　　０９９-６３２８・北海道紋別郡湧別町中湧別南町・なかゆうべつみなみまち

　　０９９-６４１４・北海道紋別郡湧別町錦町・にしきまち

　　０９３-０７３３・北海道紋別郡湧別町西芭露・にしはﾞろう

　　０９３-０７３１・北海道紋別郡湧別町芭露・はﾞろう

　　０９９-６４１１・北海道紋別郡湧別町東・ひがじ

　　０９３-０７３４・北海道紋別郡湧別町東芭露・ひがしはﾞろう

　　０９３-０７３５・北海道紋別郡湧別町福島（５３６)・ふくしま

　　０９９-６４１３・北海道紋別郡湧別町福島（その他）・ふくしま(そのた)

　　０９９-６５０５・北海道紋別郡湧別町富美・ふみ

　　０９９-６４０３・北海道紋別郡湧別町緑町・みどりまち

　　０９９-６４０１・北海道紋別郡湧別町港町・みなとまち

　　０９９-６５０９・北海道紋別郡湧別町南兵村一区・みなみへいそんいつく

　　０９９-６５０８・北海道紋別郡湧別町南兵村二区・みなみへいそんにく

　　０９９-６５０７・北海道紋別郡湧別町南兵村三区・みなみへいそんさんく

　　０９９-６２７２・北海道紋別郡湧別町緑蔭・りよくいん

　　０９９-５６００・北海道紋別郡滝上町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０９９-５６０１・北海道紋別郡滝上町あけぼの町・あけほﾞのまち

　　０９９-５６０２・北海道紋別郡滝上町旭町・あさひまち

　　０９９-５５４４・北海道紋別郡滝上町雄鎮内・おちんない

　　０９９-５６０６・北海道紋別郡滝上町幸町・さいわいまち

　　０９９-５６０５・北海道紋別郡滝上町栄町・さかえまち

　　０９９-５６１４・北海道紋別郡滝上町札久留・さつくる

　　０９９-５６１２・北海道紋別郡滝上町白鳥・しらとり

　　０９９-５５４３・北海道紋別郡滝上町新町・しんまち



　　０９９-５６１１・北海道紋別郡滝上町第１区・だい１く

　　０９９-５６１２・北海道紋別郡滝上町第２区・だい２く

　　０９９-５６１３・北海道紋別郡滝上町第３区・だい３く

　　０９９-５６１３・北海道紋別郡滝上町第４区・だい４く

　　０９９-５６１３・北海道紋別郡滝上町第５区・だい５く

　　０９９-５５５１・北海道紋別郡滝上町大正・たいしよう

　　０９９-５５５２・北海道紋別郡滝上町滝下・たきした

　　０９９-５６０３・北海道紋別郡滝上町滝美町・たきみまち

　　０９９-５６１３・北海道紋別郡滝上町滝西・たきにじ

　　０９９-５５４１・北海道紋別郡滝上町濁川中央・にごりかわちゆうおう

　　０９９-５５４２・北海道紋別郡滝上町濁川みどり町・にごりかわみどりまち

　　０９９-５６０４・北海道紋別郡滝上町元町・もとまち

　　０９９-５５５３・北海道紋別郡滝上町雄柏・ゆうはく

　　０９８-１６００・北海道紋別郡興部町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０９８-１６２１・北海道紋別郡興部町秋里・あきさと

　　０９８-１６２４・北海道紋別郡興部町宇津・うつ

　　０９８-１６０７・北海道紋別郡興部町興部（旭町）・おこつへﾟ(あさひまち)

　　０９８-１６０４・北海道紋別郡興部町興部（春日町）・おこつへﾟ(かすがちよう)

　　０９８-１６１４・北海道紋別郡興部町興部（幸町）・おこつへﾟ(さいわいちよう)

　　０９８-１６０６・北海道紋別郡興部町興部（栄町）・おこつへﾟ(さかえまち)

　　０９８-１６１２・北海道紋別郡興部町興部（新泉町）・おこつへﾟ(しんいずみまち)

　　０９８-１６１３・北海道紋別郡興部町興部（新町）・おこつへﾟ(しんまち)

　　０９８-１６１５・北海道紋別郡興部町興部（仲町）・おこつへﾟ(なかまち)

　　０９８-１６０２・北海道紋別郡興部町興部（浜町）・おこつへﾟ(はまちよう)

　　０９８-１６０３・北海道紋別郡興部町興部（東町）・おこつへﾟ(ひがしまち)

　　０９８-１６１６・北海道紋別郡興部町興部（本町）・おこつへﾟ(ほんちよう)

　　０９８-１６０５・北海道紋別郡興部町興部（緑ケ丘）・おこつへﾟ(みどりがおか)

　　０９８-１６２３・北海道紋別郡興部町興部（宮下町）・おこつへﾟ(みやしたちよう)

　　０９８-１６０１・北海道紋別郡興部町興部（元町）・おこつへﾟ(もとまち)

　　０９８-１６１１・北海道紋別郡興部町興部（泉町）・おこつへﾟ(いずみまち)

　　０９８-１９４１・北海道紋別郡興部町沙留・さるる

　　０９８-１９４３・北海道紋別郡興部町住吉・すみよじ

　　０９８-１９４２・北海道紋別郡興部町富丘・とみおか

　　０９８-１９４４・北海道紋別郡興部町豊野・とよの

　　０９８-１６２２・北海道紋別郡興部町北興・ほつこう

　　０９８-１５００・北海道紋別郡西興部村・・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０９８-１４２４・北海道紋別郡西興部村奥興部・ おくおこつへﾟ

　　０９８-１５０４・北海道紋別郡西興部村忍路子・ おしよろつこ

　　０９８-１４２１・北海道紋別郡西興部村上興部・ かみおこつへﾟ

　　０９８-１５０５・北海道紋別郡西興部村上藻・ かみも

　　０９８-１４２３・北海道紋別郡西興部村札滑・ さつこつ

　　０９８-１４２２・北海道紋別郡西興部村東興・ とうこう

　　０９８-１５０３・北海道紋別郡西興部村中興部・ なかおこつへﾟ

　　０９８-１５０６・北海道紋別郡西興部村中藻・ なかも

　　０９８-１５０１・北海道紋別郡西興部村西興部・ にしおこつへﾟ

　　０９８-１５０２・北海道紋別郡西興部村六興・ ろつこう

　　０９８-１７００・北海道紋別郡雄武町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０９８-１７０２・北海道紋別郡雄武町雄武・おうむ

　　０９８-１７０７・北海道紋別郡雄武町上雄武・かみおうむ

　　０９８-１７０４・北海道紋別郡雄武町上沢木・かみさわき

　　０９８-１７０８・北海道紋別郡雄武町上幌内・かみほろない

　　０９８-１７０１・北海道紋別郡雄武町北雄武・きたおうむ

　　０９８-１８２１・北海道紋別郡雄武町北幌内・きたほろない

　　０９８-１７０３・北海道紋別郡雄武町沢木・さわき

　　０９８-１７０６・北海道紋別郡雄武町中雄武・なかおうむ

　　０９８-１８２１・北海道紋別郡雄武町中幌内・なかほろない

　　０９８-１８２１・北海道紋別郡雄武町幌内・ほろない

　　０９８-１７０５・北海道紋別郡雄武町南雄武・みなみおうむ

　　０９９-２３００・北海道網走郡大空町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０９９-３２２２・北海道網走郡大空町東藻琴新富・ひがしもことしんとみ

　　０９９-３２３２・北海道網走郡大空町東藻琴末広・ひがしもことすえひろ

　　０９９-３２２１・北海道網走郡大空町東藻琴大進・ひがしもことたいしん

　　０９９-３２３１・北海道網走郡大空町東藻琴千草・ひがしもことちくさ

　　０９９-３２０２・北海道網走郡大空町東藻琴西倉・ひがしもことにしくら

　　０９９-３２３４・北海道網走郡大空町東藻琴福富・ひがしもことふくとみ

　　０９９-３２２４・北海道網走郡大空町東藻琴明生・ひがしもことめいせい

　　０９９-３２４３・北海道網走郡大空町東藻琴山園・ひがしもことやまぞの

　　０９９-３２２５・北海道網走郡大空町東藻琴（旭台）・ひがしもこと(あさひだい)

　　０９９-３２３３・北海道網走郡大空町東藻琴（上東）・ひがしもこと(かみひがし)

　　０９９-３２１１・北海道網走郡大空町東藻琴（北１区）・ひがしもこと(きた１く)



　　０９９-３２１２・北海道網走郡大空町東藻琴（北２区）・ひがしもこと(きた２く)

　　０９９-３２１３・北海道網走郡大空町東藻琴（中央区）・ひがしもこと(ちゆうおうく)

　　０９９-３２０１・北海道網走郡大空町東藻琴（西区）・ひがしもこと(にしく)

　　０９９-３２２３・北海道網走郡大空町東藻琴（東区）・ひがしもこと(ひがしく)

　　０９９-３２１４・北海道網走郡大空町東藻琴（南区）・ひがしもこと(みなみく)

　　０９９-３２４４・北海道網走郡大空町東藻琴（その他）・ひがしもこと(そのた)

　　０９９-２３６２・北海道網走郡大空町女満別朝日・めまんべつあさひ

　　０９９-２３８２・北海道網走郡大空町女満別開陽・めまんべつかいよう

　　０９９-２３０４・北海道網走郡大空町女満別公園・めまんべつこうえん

　　０９９-２３５１・北海道網走郡大空町女満別公園通・めまんべつこうえんどおり

　　０９９-２３６１・北海道網走郡大空町女満別湖南・めまんべつこなん

　　０９９-２３０６・北海道網走郡大空町女満別湖畔・めまんべつこはん

　　０９９-２３５６・北海道網走郡大空町女満別昭和・めまんべつしようわ

　　０９９-２３０２・北海道網走郡大空町女満別住吉・めまんべつすみよじ

　　０９９-２３８１・北海道網走郡大空町女満別大成・めまんべつたいせい

　　０９９-２３７２・北海道網走郡大空町女満別大東・めまんべつだいとう

　　０９９-２３７１・北海道網走郡大空町女満別中央・めまんべつちゆうおう

　　０９９-２３５４・北海道網走郡大空町女満別眺湖台・めまんべつちようこだい

　　０９９-２３０５・北海道網走郡大空町女満別東陽・めまんべつとうよう

　　０９９-２３７３・北海道網走郡大空町女満別巴沢・めまんべつともえざわ

　　０９９-２３０３・北海道網走郡大空町女満別豊里・めまんべつとよさと

　　０９９-２３２１・北海道網走郡大空町女満別西一条・めまんべつにし１じよう

　　０９９-２３２２・北海道網走郡大空町女満別西二条・めまんべつにし２じよう

　　０９９-２３２３・北海道網走郡大空町女満別西三条・めまんべつにし３じよう

　　０９９-２３２４・北海道網走郡大空町女満別西四条・めまんべつにし４じよう

　　０９９-２３２５・北海道網走郡大空町女満別西五条・めまんべつにし５じよう

　　０９９-２３２６・北海道網走郡大空町女満別西六条・めまんべつにし６じよう

　　０９９-２３２７・北海道網走郡大空町女満別西七条・めまんべつにし７じよう

　　０９９-２３８３・北海道網走郡大空町女満別日進・めまんべつにつしん

　　０９９-２３１１・北海道網走郡大空町女満別東一条・めまんべつひがし１じよう

　　０９９-２３１２・北海道網走郡大空町女満別東二条・めまんべつひがし２じよう

　　０９９-２３０１・北海道網走郡大空町女満別本郷・めまんべつほんごう

　　０９９-２３１０・北海道網走郡大空町女満別本通・めまんべつほんどおり

　　０９９-２３５５・北海道網走郡大空町女満別夕陽台・めまんべつゆうひだい

　　０４９-５４００・北海道虻田郡豊浦町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０４９-５４１２・北海道虻田郡豊浦町旭町・あさひちよう

　　０４９-５３３２・北海道虻田郡豊浦町大岸・おおきじ

　　０４９-５４１３・北海道虻田郡豊浦町海岸町・かいがんちよう

　　０４９-５４０７・北海道虻田郡豊浦町上泉・かみいずみ

　　０４９-５４１４・北海道虻田郡豊浦町幸町・さいわいちよう

　　０４９-５４０４・北海道虻田郡豊浦町桜・さくら

　　０４９-５４１１・北海道虻田郡豊浦町東雲町・しののめちよう

　　０４９-５４０８・北海道虻田郡豊浦町新富・しんとみ

　　０４９-５４０６・北海道虻田郡豊浦町新山梨・しんやまなじ

　　０４９-５４０５・北海道虻田郡豊浦町高岡・たかおか

　　０４９-５３３１・北海道虻田郡豊浦町豊泉・とよいずみ

　　０４９-５４１５・北海道虻田郡豊浦町浜町・はまちよう

　　０４９-５４１６・北海道虻田郡豊浦町船見町・ふなみちよう

　　０４９-５４０３・北海道虻田郡豊浦町美和・みわ

　　０４９-５４０２・北海道虻田郡豊浦町大和・やまと

　　０４９-５４０１・北海道虻田郡豊浦町山梨・やまなじ

　　０４９-５３３３・北海道虻田郡豊浦町礼文華・れぶんげ

　　０５２-０１００・北海道有珠郡壮瞥町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０５２-０１１１・北海道有珠郡壮瞥町上久保内・かみくほﾞない

　　０５２-０１１２・北海道有珠郡壮瞥町久保内・くほﾞない

　　０５２-０１１４・北海道有珠郡壮瞥町幸内・こうない

　　０５２-０１０２・北海道有珠郡壮瞥町昭和新山・しようわしんざん

　　０５２-０１０３・北海道有珠郡壮瞥町壮瞥温泉・そうべつおんせん

　　０５２-０１０１・北海道有珠郡壮瞥町滝之町・たきのまち

　　０５２-０１０６・北海道有珠郡壮瞥町立香・たつか

　　０４９-５７３１・北海道有珠郡壮瞥町洞爺湖温泉（１～７)・とうやこおんせん

　　０５２-０１０７・北海道有珠郡壮瞥町洞爺湖温泉（その他）・とうやこおんせん(そのた)

　　０５２-０１０５・北海道有珠郡壮瞥町仲洞爺・なかとうや

　　０５２-０１１３・北海道有珠郡壮瞥町蟠渓・はﾞんけい

　　０５２-０１０４・北海道有珠郡壮瞥町東湖畔・ひがしこはん

　　０５２-０１１５・北海道有珠郡壮瞥町弁景・べんけい

　　０５２-０１１６・北海道有珠郡壮瞥町南久保内・みなみくほﾞない

　　０５９-０９００・北海道白老郡白老町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０５９-０９２１・北海道白老郡白老町石山・いしやま

　　０５９-０９０５・北海道白老郡白老町大町・おおまち



　　０５９-０９１５・北海道白老郡白老町川沿・かわぞえ

　　０５９-０９２３・北海道白老郡白老町北吉原・きたよしはら

　　０５９-０６４１・北海道白老郡白老町虎杖浜・こじようはま

　　０５９-０９１４・北海道白老郡白老町栄町・さかえまち

　　０５９-０９０１・北海道白老郡白老町社台・しやだい

　　０５９-０９１２・北海道白老郡白老町陣屋町・じんやまち

　　０５９-０９０７・北海道白老郡白老町末広町・すえひろちよう

　　０５９-０９１６・北海道白老郡白老町高砂町・たかさごちよう

　　０５９-０６４２・北海道白老郡白老町竹浦・たけうら

　　０５９-０９２２・北海道白老郡白老町萩野・はぎの

　　０５９-０９０４・北海道白老郡白老町東町・ひがしまち

　　０５９-０９０３・北海道白老郡白老町日の出町・ひのでちよう

　　０５９-０９０６・北海道白老郡白老町本町・ほんちよう

　　０５９-０９０８・北海道白老郡白老町緑丘・みどりがおか

　　０５９-０９１３・北海道白老郡白老町緑町・みどりまち

　　０５９-０９１１・北海道白老郡白老町森野・もりの

　　０５９-０９０２・北海道白老郡白老町若草町・わかくさちよう

　　０５９-１６００・北海道勇払郡厚真町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０５９-１６０６・北海道勇払郡厚真町朝日・あさひ

　　０５９-１７４６・北海道勇払郡厚真町上野・うえの

　　０５９-１６２２・北海道勇払郡厚真町宇隆・うりゆう

　　０５９-１６０２・北海道勇払郡厚真町表町・おもてまち

　　０５９-１７４１・北海道勇払郡厚真町上厚真・かみあつま

　　０５９-１７５２・北海道勇払郡厚真町軽舞・かるまい

　　０５９-１７４４・北海道勇払郡厚真町共栄・きようえい

　　０５９-１６０１・北海道勇払郡厚真町京町・きようまち

　　０５９-１７４３・北海道勇払郡厚真町共和・きようわ

　　０５９-１７４９・北海道勇払郡厚真町清住・きよずみ

　　０５９-１７５１・北海道勇払郡厚真町鯉沼・こいぬま

　　０５９-１７４８・北海道勇払郡厚真町厚和・こうわ

　　０５９-１６１２・北海道勇払郡厚真町桜丘・さくらおか

　　０５９-１７５４・北海道勇払郡厚真町鹿沼・しかぬま

　　０５９-１６２３・北海道勇払郡厚真町新町・しんまち

　　０５９-１６１５・北海道勇払郡厚真町高丘・たかおか

　　０５９-１６２１・北海道勇払郡厚真町東和・とうわ

　　０５９-１６１４・北海道勇払郡厚真町富里・とみさと

　　０５９-１７４７・北海道勇払郡厚真町富野・とみの

　　０５９-１７５３・北海道勇払郡厚真町豊丘・とよおか

　　０５９-１７４５・北海道勇払郡厚真町豊川・とよかわ

　　０５９-１６２４・北海道勇払郡厚真町豊沢・とよさわ

　　０５９-１６０４・北海道勇払郡厚真町錦町・にしきまち

　　０５９-１７４２・北海道勇払郡厚真町浜厚真・はまあつま

　　０５９-１６１１・北海道勇払郡厚真町幌里・ほろさと

　　０５９-１６１６・北海道勇払郡厚真町幌内・ほろない

　　０５９-１６０５・北海道勇払郡厚真町本郷・ほんごう

　　０５９-１６０３・北海道勇払郡厚真町本町・ほんちよう

　　０５９-１６２５・北海道勇払郡厚真町美里・みさと

　　０５９-１６１３・北海道勇払郡厚真町吉野・よしの

　　０４９-５６００・北海道虻田郡洞爺湖町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０４９-５６０１・北海道虻田郡洞爺湖町青葉町・あおはﾞちよう

　　０４９-５８０１・北海道虻田郡洞爺湖町旭浦・あさひうら

　　０４９-５６１１・北海道虻田郡洞爺湖町旭町・あさひちよう

　　０４９-５６０２・北海道虻田郡洞爺湖町泉・いずみ

　　０４９-５６０３・北海道虻田郡洞爺湖町入江・いりえ

　　０４９-５８１１・北海道虻田郡洞爺湖町岩屋・いわや

　　０４９-５６１２・北海道虻田郡洞爺湖町大磯町・おおいそちよう

　　０４９-５８２１・北海道虻田郡洞爺湖町大原・おおはら

　　０４９-５８３１・北海道虻田郡洞爺湖町香川・かがわ

　　０４９-５８１２・北海道虻田郡洞爺湖町川東・かわひがじ

　　０４９-５６０４・北海道虻田郡洞爺湖町栄町・さかえちよう

　　０４９-５７２２・北海道虻田郡洞爺湖町清水（３３６)・しみず(３３６)

　　０４９-５６１３・北海道虻田郡洞爺湖町清水（その他）・しみず(そのた)

　　０４９-５６０５・北海道虻田郡洞爺湖町高砂町・たかさごちよう

　　０４９-５８１３・北海道虻田郡洞爺湖町財田・たからだ

　　０４９-５７２３・北海道虻田郡洞爺湖町月浦・つきうら

　　０４９-５７２１・北海道虻田郡洞爺湖町洞爺湖温泉・とうやこおんせん

　　０４９-５８０２・北海道虻田郡洞爺湖町洞爺町・とうやまち

　　０４９-５８２２・北海道虻田郡洞爺湖町富丘・とみおか

　　０４９-５８３２・北海道虻田郡洞爺湖町成香・なるか

　　０４９-５７２４・北海道虻田郡洞爺湖町花和・はなわ



　　０４９-５６１４・北海道虻田郡洞爺湖町浜町・はまちよう

　　０４９-５８１４・北海道虻田郡洞爺湖町早月・はやつき

　　０４９-５８３３・北海道虻田郡洞爺湖町伏見・ふしみ

　　０４９-５６１５・北海道虻田郡洞爺湖町本町・ほんちよう

　　０４９-５６１６・北海道虻田郡洞爺湖町三豊・みとよ

　　０５９-１５００・北海道勇払郡安平町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０５９-１５１１・北海道勇払郡安平町安平・あびら

　　０５９-１９４１・北海道勇払郡安平町追分青葉・おいわけあおはﾞ

　　０５９-１９８３・北海道勇払郡安平町追分旭・おいわけあさひ

　　０５９-１９２１・北海道勇払郡安平町追分柏が丘・おいわけかしわがおか

　　０５９-１９８５・北海道勇払郡安平町追分春日・おいわけかすが

　　０５９-１９８４・北海道勇払郡安平町追分向陽・おいわけこうよう

　　０５９-１９４２・北海道勇払郡安平町追分白樺・おいわけしらかはﾞ

　　０５９-１９３１・北海道勇払郡安平町追分中央・おいわけちゆうおう

　　０５９-１９６１・北海道勇払郡安平町追分花園・おいわけはなぞの

　　０５９-１９８７・北海道勇払郡安平町追分豊栄・おいわけほうえい

　　０５９-１９１１・北海道勇払郡安平町追分本町・おいわけほんちよう

　　０５９-１９８２・北海道勇払郡安平町追分美園・おいわけみその

　　０５９-１９７１・北海道勇払郡安平町追分緑が丘・おいわけみどりがおか

　　０５９-１９８６・北海道勇払郡安平町追分弥生・おいわけやよい

　　０５９-１９５１・北海道勇払郡安平町追分若草・おいわけわかくさ

　　０５９-１４３３・北海道勇払郡安平町遠浅・とあさ

　　０５９-１５０１・北海道勇払郡安平町早来大町・はやきたおおまち

　　０５９-１５０６・北海道勇払郡安平町早来北町・はやきたきたまち

　　０５９-１４３２・北海道勇払郡安平町早来源武・はやきたげんぶ

　　０５９-１５０５・北海道勇払郡安平町早来栄町・はやきたさかえまち

　　０５９-１４３１・北海道勇払郡安平町早来新栄・はやきたしんえい

　　０５９-１４３４・北海道勇払郡安平町早来富岡・はやきたとみおか

　　０５９-１５０２・北海道勇払郡安平町早来北進・はやきたほくしん

　　０５９-１５１２・北海道勇払郡安平町早来瑞穂・はやきたみずほ

　　０５９-１５１３・北海道勇払郡安平町早来緑丘・はやきたみどりおか

　　０５９-１５０４・北海道勇払郡安平町早来守田・はやきたもりた

　　０５９-１５０３・北海道勇払郡安平町東早来・ひがしはやきた

　　０５４-００００・北海道勇払郡むかわ町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０５４-００３１・北海道勇払郡むかわ町青葉・あおはﾞ

　　０５４-０００１・北海道勇払郡むかわ町旭岡・あさひおか

　　０５４-００１１・北海道勇払郡むかわ町有明・ありあけ

　　０５４-００１２・北海道勇払郡むかわ町生田・いくた

　　０５４-００２１・北海道勇払郡むかわ町大原・おおはら

　　０５４-０００２・北海道勇払郡むかわ町春日・かすが

　　０５４-００６３・北海道勇払郡むかわ町駒場・こまはﾞ

　　０５４-００１５・北海道勇払郡むかわ町汐見・しおみ

　　０５４-００２３・北海道勇払郡むかわ町末広・すえひろ

　　０５４-００５２・北海道勇払郡むかわ町大成・たいせい

　　０５４-０００４・北海道勇払郡むかわ町田浦・たうら

　　０５４-０００３・北海道勇払郡むかわ町豊城・とよしろ

　　０５４-０００５・北海道勇払郡むかわ町二宮・にのみや

　　０５４-００１３・北海道勇払郡むかわ町花岡・はなおか

　　０５４-００２２・北海道勇払郡むかわ町花園・はなぞの

　　０５４-００６４・北海道勇払郡むかわ町晴海・はるみ

　　０５４-００３２・北海道勇払郡むかわ町福住・ふくずみ

　　０５４-００５１・北海道勇払郡むかわ町文京・ぶんきよう

　　０５４-０２１１・北海道勇払郡むかわ町穂別・ほべつ

　　０５４-０３６２・北海道勇払郡むかわ町穂別安住・ほべつあずみ

　　０５４-０１４３・北海道勇払郡むかわ町穂別和泉・ほべついずみ

　　０５４-０２０１・北海道勇払郡むかわ町穂別稲里・ほべついなさと

　　０５４-０２０２・北海道勇払郡むかわ町穂別長和・ほべつおさわ

　　０５４-０１４１・北海道勇払郡むかわ町穂別栄・ほべつさかえ

　　０５４-０３６４・北海道勇払郡むかわ町穂別富内・ほべつとみうち

　　０５４-０２０３・北海道勇払郡むかわ町穂別豊田（新興）・ほべつとよた(しんこう)

　　０５４-０１４４・北海道勇払郡むかわ町穂別豊田（その他）・ほべつとよた(そのた)

　　０５４-０１４２・北海道勇払郡むかわ町穂別仁和・ほべつにわ

　　０５４-０２０４・北海道勇払郡むかわ町穂別平丘（川向）・ほべつひらおか(かわむかい)

　　０５４-０３６３・北海道勇払郡むかわ町穂別平丘（その他）・ほべつひらおか(そのた)

　　０５４-０３６１・北海道勇払郡むかわ町穂別福山・ほべつふくやま

　　０５４-００４１・北海道勇払郡むかわ町松風・まつかぜ

　　０５４-００１６・北海道勇払郡むかわ町宮戸・みやと

　　０５４-００４２・北海道勇払郡むかわ町美幸・みゆき

　　０５４-００６１・北海道勇払郡むかわ町洋光・ようこう

　　０５４-００１４・北海道勇払郡むかわ町米原・よねはら



　　０５４-００６２・北海道勇払郡むかわ町若草・わかくさ

　　０５５-００００・北海道沙流郡日高町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０５９-２１２７・北海道沙流郡日高町旭町・あさひちよう

　　０５９-２２４３・北海道沙流郡日高町厚賀町・あつがちよう

　　０５９-２１２３・北海道沙流郡日高町幾千世・いくちせ

　　０５９-２２４４・北海道沙流郡日高町賀張・かはﾞり

　　０５９-２２４５・北海道沙流郡日高町清畠・きよはた

　　０５９-２１２４・北海道沙流郡日高町庫富・くらとみ

　　０５５-２３０３・北海道沙流郡日高町栄町東・さかえまちひがじ

　　０５５-２３０４・北海道沙流郡日高町栄町西・さかえまちにじ

　　０５９-２３３１・北海道沙流郡日高町正和・しようわ

　　０５５-２３０５・北海道沙流郡日高町新町・しんまち

　　０５５-２３１４・北海道沙流郡日高町千栄・ちさか

　　０５５-２３１５・北海道沙流郡日高町富岡・とみおか

　　０５５-０００１・北海道沙流郡日高町富川北・とみかわきた

　　０５５-０００８・北海道沙流郡日高町富川駒丘・とみかわこまおか

　　０５５-０００７・北海道沙流郡日高町富川西・とみかわにじ

　　０５５-０００４・北海道沙流郡日高町富川東・とみかわひがじ

　　０５５-０００６・北海道沙流郡日高町富川南・とみかわみなみ

　　０５５-０００５・北海道沙流郡日高町富浜・とみはま

　　０５９-２１２６・北海道沙流郡日高町豊郷・とよさと

　　０５９-２２４１・北海道沙流郡日高町豊田・とよた

　　０５５-２３１１・北海道沙流郡日高町日高（１区）・ひだか

　　０５５-２３１２・北海道沙流郡日高町日高（２区）・ひだか

　　０５５-２３１３・北海道沙流郡日高町日高（３区）・ひだか

　　０５５-０００２・北海道沙流郡日高町平賀・びらが

　　０５９-２１２５・北海道沙流郡日高町広富・ひろとみ

　　０５５-０００３・北海道沙流郡日高町福満・ふくみつ

　　０５５-２３０１・北海道沙流郡日高町本町東・ほんちようひがじ

　　０５５-２３０２・北海道沙流郡日高町本町西・ほんちようにじ

　　０５５-２３０７・北海道沙流郡日高町松風町・まつかぜちよう

　　０５５-２３１６・北海道沙流郡日高町三岩・みついわ

　　０５９-２１２２・北海道沙流郡日高町緑町・みどりちよう

　　０５９-２２４２・北海道沙流郡日高町美原・みはら

　　０５５-２３０６・北海道沙流郡日高町宮下町・みやしたちよう

　　０５９-２３３２・北海道沙流郡日高町三和・みわ

　　０５９-２１２１・北海道沙流郡日高町門別本町・もんべつほんちよう

　　０５５-２３０８・北海道沙流郡日高町山手町・やまてちよう

　　０５５-２３０９・北海道沙流郡日高町若葉町・わかはﾞちよう

　　０５５-０１００・北海道沙流郡平取町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０５５-０３２２・北海道沙流郡平取町旭・あさひ

　　０５５-０４１４・北海道沙流郡平取町岩知志・いわちじ

　　０５５-０３２５・北海道沙流郡平取町長知内・おさちない

　　０５５-０１０３・北海道沙流郡平取町川向・かわむかい

　　０５５-０１０２・北海道沙流郡平取町小平・こびら

　　０５５-０１０５・北海道沙流郡平取町去場・さるはﾞ

　　０５５-０１０４・北海道沙流郡平取町紫雲古津・しうんこつ

　　０５５-０４１５・北海道沙流郡平取町豊糠・とよぬか

　　０５５-０３２４・北海道沙流郡平取町荷負・におい

　　０５５-０４１３・北海道沙流郡平取町仁世宇・にせう

　　０５５-０１０６・北海道沙流郡平取町荷菜・にな

　　０５５-０１０１・北海道沙流郡平取町二風谷・にぶたに

　　０５５-０３２１・北海道沙流郡平取町貫気別・ぬきべつ

　　０５５-０４１１・北海道沙流郡平取町振内町・ふれないちよう

　　０５５-０４１２・北海道沙流郡平取町幌毛志・ほろけじ

　　０５５-０１０７・北海道沙流郡平取町本町・ほんちよう

　　０５５-０３２３・北海道沙流郡平取町芽生・めむ

　　０５９-２４００・北海道新冠郡新冠町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０５９-２４１４・北海道新冠郡新冠町朝日・あさひ

　　０５９-２４０４・北海道新冠郡新冠町東町・あずまちよう

　　０５９-２４２３・北海道新冠郡新冠町泉・いずみ

　　０５９-２４２２・北海道新冠郡新冠町岩清水・いわしみず

　　０５９-２２５３・北海道新冠郡新冠町大狩部（４３６)・おおかりべ

　　０５９-２２５３・北海道新冠郡新冠町大狩部（５１６)・おおかりべ

　　０５９-２２５３・北海道新冠郡新冠町大狩部（５６７)・おおかりべ

　　０５９-２４１１・北海道新冠郡新冠町大狩部（その他）・おおかりべ(そのた)

　　０５９-２４２７・北海道新冠郡新冠町大富・おおとみ

　　０５９-２２５１・北海道新冠郡新冠町共栄・きようえい

　　０５９-２４２４・北海道新冠郡新冠町新栄・しんえい

　　０５９-２３４１・北海道新冠郡新冠町新和・しんわ



　　０５９-２４１２・北海道新冠郡新冠町節婦町・せつふﾟちよう

　　０５９-２３４３・北海道新冠郡新冠町太陽・たいよう

　　０５９-２４１３・北海道新冠郡新冠町高江・たかえ

　　０５９-２４０２・北海道新冠郡新冠町中央町・ちゆうおうちよう

　　０５９-２４１８・北海道新冠郡新冠町西泊津・にしはくつ

　　０５９-２４２６・北海道新冠郡新冠町万世・はﾞんせい

　　０５９-２３４４・北海道新冠郡新冠町美宇・びう

　　０５９-２２５２・北海道新冠郡新冠町東川・ひがしかわ

　　０５９-２４１７・北海道新冠郡新冠町東泊津・ひがしはくつ

　　０５９-２４１６・北海道新冠郡新冠町古岸・ふるぎじ

　　０５９-２４０３・北海道新冠郡新冠町北星町・ほくせいちよう

　　０５９-２４０１・北海道新冠郡新冠町本町・ほんちよう

　　０５９-２４１５・北海道新冠郡新冠町緑丘・みどりおか

　　０５９-２４２５・北海道新冠郡新冠町明和・めいわ

　　０５９-２３４２・北海道新冠郡新冠町里平・りびら

　　０５９-２４２１・北海道新冠郡新冠町若園・わかぞの

　　０５７-００００・北海道浦河郡浦河町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０５７-００１１・北海道浦河郡浦河町旭町・あさひちよう

　　０５９-３４６３・北海道浦河郡浦河町姉茶・あねちや

　　０５７-００３５・北海道浦河郡浦河町井寒台・いかんたい

　　０５７-００１４・北海道浦河郡浦河町入船町・いりふねちよう

　　０５７-００３６・北海道浦河郡浦河町絵笛・えぶえ

　　０５７-００１３・北海道浦河郡浦河町大通・おおどおり

　　０５９-３４５１・北海道浦河郡浦河町荻伏町・おぎふしちよう

　　０５７-０１７３・北海道浦河郡浦河町上杵臼・かみきねうす

　　０５７-０１７４・北海道浦河郡浦河町上西舎・かみにしちや

　　０５７-００２７・北海道浦河郡浦河町上向別・かみむこうべつ

　　０５７-０１７２・北海道浦河郡浦河町杵臼・きねうす

　　０５７-００３３・北海道浦河郡浦河町堺町東・さかいまちひがじ

　　０５７-００３４・北海道浦河郡浦河町堺町西・さかいまちにじ

　　０５７-００２３・北海道浦河郡浦河町栄丘・さかえおか

　　０５７-００２１・北海道浦河郡浦河町潮見町・しおみちよう

　　０５７-００２２・北海道浦河郡浦河町昌平町・しようへいちよう

　　０５７-０００３・北海道浦河郡浦河町白泉・しろいずみ

　　０５７-０００４・北海道浦河郡浦河町月寒・つきさつふﾟ

　　０５７-００２４・北海道浦河郡浦河町築地・つきじ

　　０５９-３４６１・北海道浦河郡浦河町東栄・とうえい

　　０５７-００１２・北海道浦河郡浦河町常盤町・ときわちよう

　　０５９-３４６２・北海道浦河郡浦河町富里・とみさと

　　０５７-０１７１・北海道浦河郡浦河町西舎・にしちや

　　０５７-０００２・北海道浦河郡浦河町西幌別・にしほろべつ

　　０５９-３４５４・北海道浦河郡浦河町野深・のぶか

　　０５７-００１５・北海道浦河郡浦河町浜町・はまちよう

　　０５７-０００５・北海道浦河郡浦河町東町うしお・ひがしちよううしお

　　０５７-０００６・北海道浦河郡浦河町東町かしわ・ひがしちようかしわ

　　０５７-０００７・北海道浦河郡浦河町東町ちのみ・ひがしちようちのみ

　　０５７-０００１・北海道浦河郡浦河町東幌別（１～１３１)・ひがしほろべつ

　　０５８-００４１・北海道浦河郡浦河町東幌別（その他）・(そのた)

　　０５９-３４５３・北海道浦河郡浦河町瑞穂・みずほ

　　０５７-００２５・北海道浦河郡浦河町緑町・みどりまち

　　０５７-００３１・北海道浦河郡浦河町向が丘東・むこうがおかひがじ

　　０５７-００３２・北海道浦河郡浦河町向が丘西・むこうがおかにじ

　　０５７-００２６・北海道浦河郡浦河町向別・むこうべつ

　　０５８-００００・北海道様似郡様似町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０５８-０００１・北海道様似郡様似町旭・あさひ

　　０５８-００１２・北海道様似郡様似町朝日丘・あさひおか

　　０５８-００３３・北海道様似郡様似町鵜苫・うとま

　　０５８-００１４・北海道様似郡様似町大通・おおどおり

　　０５８-００２２・北海道様似郡様似町岡田・おかだ

　　０５８-００２４・北海道様似郡様似町会所町・かいしよまち

　　０５８-００２３・北海道様似郡様似町栄町・さかえまち

　　０５８-００２７・北海道様似郡様似町潮見台・しおみだい

　　０５８-００２１・北海道様似郡様似町新富・しんとみ

　　０５８-００１１・北海道様似郡様似町田代・たしろ

　　０５８-００１５・北海道様似郡様似町錦町・にしきまち

　　０５８-００３１・北海道様似郡様似町西様似・にしさまに

　　０５８-００３２・北海道様似郡様似町西町・にしまち

　　０５８-０００４・北海道様似郡様似町平宇・ひらう

　　０５８-０００３・北海道様似郡様似町冬島・ふゆしま

　　０５８-０００２・北海道様似郡様似町幌満・ほろまん



　　０５８-００２６・北海道様似郡様似町本町・ほんちよう

　　０５８-００１３・北海道様似郡様似町緑町・みどりまち

　　０５８-００２５・北海道様似郡様似町港町・みなとまち

　　０５８-０２００・北海道幌泉郡えりも町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０５８-０２０２・北海道幌泉郡えりも町歌別・うたべつ

　　０５８-０３４２・北海道幌泉郡えりも町えりも岬・えりもみさき

　　０５８-０４２１・北海道幌泉郡えりも町庶野・しよや

　　０５８-０２０３・北海道幌泉郡えりも町新浜・しんはま

　　０５８-０２０７・北海道幌泉郡えりも町近浦・ちかうら

　　０５８-０３４３・北海道幌泉郡えりも町東洋（油駒)・とうよう(ばんち

　　０５８-０３４３・北海道幌泉郡えりも町東洋（油駒）・とうよう(あぶらこま)

　　０５８-０３４３・北海道幌泉郡えりも町東洋（南東洋１３２～１５６)・みなみとうよう

　　０５８-０３４３・北海道幌泉郡えりも町東洋（１５８～３５４)・とうよう

　　０５８-０３４３・北海道幌泉郡えりも町東洋（１５８～３５４)・とうよう

　　０５８-０３４３・北海道幌泉郡えりも町東洋（３６６、３６７)・とうよう

　　０５８-０２０１・北海道幌泉郡えりも町東洋（歌露）・とうよう

　　０５８-０２０１・北海道幌泉郡えりも町東洋（坂岸）・とうよう

　　０５８-０２０１・北海道幌泉郡えりも町東洋（エンドモ）・とうよう

　　０５８-０２０１・北海道幌泉郡えりも町東洋（エンドマカゲ）・とうよう

　　０５８-０３４１・北海道幌泉郡えりも町苫別・とまべつ

　　０５８-０２０６・北海道幌泉郡えりも町笛舞・ふえまい

　　０５８-０２０４・北海道幌泉郡えりも町本町・ほんちよう

　　０５８-０４２２・北海道幌泉郡えりも町目黒・めぐろ

　　０５８-０２０５・北海道幌泉郡えりも町大和・やまと

　　０５６-００００・北海道日高郡新ひだか町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０５６-００１９・北海道日高郡新ひだか町静内青柳町・しずないあおやぎちよう

　　０５６-０００３・北海道日高郡新ひだか町静内旭町・しずないあさひちよう

　　０５６-００１３・北海道日高郡新ひだか町静内入船町・しずないいりふねちよう

　　０５９-２５６２・北海道日高郡新ひだか町静内浦和・しずないうらわ

　　０５６-００１５・北海道日高郡新ひだか町静内海岸町・しずないかいがんちよう

　　０５６-００２８・北海道日高郡新ひだか町静内柏台・しずないかしわだい

　　０５６-０００２・北海道日高郡新ひだか町静内神森・しずないかみもり

　　０５９-２５６３・北海道日高郡新ひだか町静内川合・しずないかわあい

　　０５６-００２５・北海道日高郡新ひだか町静内木場町・しずないきはﾞちよう

　　０５６-０００５・北海道日高郡新ひだか町静内こうせい町・しずないこうせいちよう

　　０５６-００２７・北海道日高郡新ひだか町静内駒場・しずないこまはﾞ

　　０５６-０００７・北海道日高郡新ひだか町静内清水丘・しずないしみずおか

　　０５６-００２６・北海道日高郡新ひだか町静内末広町・しずないすえひろちよう

　　０５６-００２２・北海道日高郡新ひだか町静内高砂町・しずないたかさごちよう

　　０５６-０１４６・北海道日高郡新ひだか町静内高見・しずないたかみ

　　０５６-０１４４・北海道日高郡新ひだか町静内田原・しずないたはら

　　０５９-２５６６・北海道日高郡新ひだか町静内東別・しずないとうべつ

　　０５６-００２３・北海道日高郡新ひだか町静内ときわ町・しずないときわちよう

　　０５６-０１４３・北海道日高郡新ひだか町静内豊畑・しずないとよはた

　　０５６-０００６・北海道日高郡新ひだか町静内中野町・しずないなかのちよう

　　０５９-２５６４・北海道日高郡新ひだか町静内西川・しずないにしかわ

　　０５６-０１４２・北海道日高郡新ひだか町静内農屋・しずないのや

　　０５６-００２１・北海道日高郡新ひだか町静内花園・しずないはなぞの

　　０５９-２５６５・北海道日高郡新ひだか町静内春立・しずないはるたち

　　０５６-００１４・北海道日高郡新ひだか町静内古川町・しずないふるかわちよう

　　０５６-００１６・北海道日高郡新ひだか町静内本町・しずないほんちよう

　　０５６-００１１・北海道日高郡新ひだか町静内真歌・しずないまうた

　　０５６-０１４１・北海道日高郡新ひだか町静内御園・しずないみその

　　０５６-０００４・北海道日高郡新ひだか町静内緑町・しずないみどりちよう

　　０５６-００１７・北海道日高郡新ひだか町静内御幸町・しずないみゆきちよう

　　０５６-０１４５・北海道日高郡新ひだか町静内目名（１８)・しずないめな

　　０５６-０１４５・北海道日高郡新ひだか町静内目名（１２７)・しずないめな

　　０５６-０１４５・北海道日高郡新ひだか町静内目名（４５３)・しずないめな

　　０５６-０１４５・北海道日高郡新ひだか町静内目名（４６５－２)・しずないめな

　　０５６-０１４５・北海道日高郡新ひだか町静内目名（４６６、４８０)・しずないめな

　　０５６-０１４５・北海道日高郡新ひだか町静内目名（４８０)・しずないめな

　　０５６-０００１・北海道日高郡新ひだか町静内目名（その他）・しずないめな(そのた)

　　０５６-００２４・北海道日高郡新ひだか町静内山手町・しずないやまてちよう

　　０５６-００１８・北海道日高郡新ひだか町静内吉野町・しずないよしのちよう

　　０５９-２５６１・北海道日高郡新ひだか町東静内・ひがししずない

　　０５９-３１０７・北海道日高郡新ひだか町三石旭町・みついしあさひちよう

　　０５９-３３５２・北海道日高郡新ひだか町三石稲見・みついしいなみ

　　０５９-３３５１・北海道日高郡新ひだか町三石歌笛・みついしうたふえ

　　０５９-３３５４・北海道日高郡新ひだか町三石川上・みついしかわかみ

　　０５９-３３５３・北海道日高郡新ひだか町三石清瀬・みついしきよせ



　　０５９-３２３３・北海道日高郡新ひだか町三石鳧舞・みついしけりまい

　　０５９-３１１１・北海道日高郡新ひだか町三石越海町・みついしこしうみちよう

　　０５９-３１０１・北海道日高郡新ひだか町三石富沢・みついしとみさわ

　　０５９-３１０３・北海道日高郡新ひだか町三石豊岡・みついしとよおか

　　０５９-２５７１・北海道日高郡新ひだか町三石西端・みついしにしはた

　　０５９-３１０６・北海道日高郡新ひだか町三石西蓬莱・みついしにしほうらい

　　０５９-３１０５・北海道日高郡新ひだか町三石東蓬莱・みついしひがしほうらい

　　０５９-３１０２・北海道日高郡新ひだか町三石福畑・みついしふくはた

　　０５９-３１０４・北海道日高郡新ひだか町三石蓬栄・みついしほうえい

　　０５９-３２３１・北海道日高郡新ひだか町三石本桐・みついしほんきり

　　０５９-３１０８・北海道日高郡新ひだか町三石本町・みついしほんちよう

　　０５９-３３５５・北海道日高郡新ひだか町三石美河・みついしみかわ

　　０５９-３１１２・北海道日高郡新ひだか町三石港町・みついしみなとちよう

　　０５９-３２３２・北海道日高郡新ひだか町三石美野和・みついしみのわ

　　０８０-０１００・北海道河東郡音更町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０８０-０１０１・北海道河東郡音更町大通・おおどおり

　　０８０-０１０２・北海道河東郡音更町大通北・おおどおりきた

　　０８０-０２７１・北海道河東郡音更町長流枝・おさるじ

　　０８０-０２７１・北海道河東郡音更町長流枝幹線・おさるしかんせん

　　０８０-０３４１・北海道河東郡音更町音更・おとふけ

　　０８０-０５７５・北海道河東郡音更町上然別・かみしかりべつ

　　０８０-０３０６・北海道河東郡音更町北鈴蘭南・きたすずらんみなみ

　　０８０-０３０５・北海道河東郡音更町北鈴蘭北・きたすずらんきた

　　０８０-０１１１・北海道河東郡音更町木野大通東・きのおおどおりひがじ

　　０８０-０３０１・北海道河東郡音更町木野大通西・きのおおどおりにじ

　　０８０-０３０３・北海道河東郡音更町木野公園下町・きのこうえんしたまち

　　０８０-０３０４・北海道河東郡音更町木野新町・きのしんまち

　　０８０-０３０２・北海道河東郡音更町木野西通・きのにしどおり

　　０８０-０１１２・北海道河東郡音更町木野東通・きのひがしどおり

　　０８０-０３３５・北海道河東郡音更町希望が丘・きほﾞうがおか

　　０８０-０３１５・北海道河東郡音更町共栄台東・きようえいだいひがじ

　　０８０-０３１４・北海道河東郡音更町共栄台西・きようえいだいにじ

　　０８０-０５７１・北海道河東郡音更町駒場・こまはﾞ

　　０８０-０５６４・北海道河東郡音更町駒場北町・こまはﾞきたまち

　　０８０-０５６４・北海道河東郡音更町駒場北１条通・こまはﾞきた１じようどおり

　　０８０-０５６４・北海道河東郡音更町駒場北２条通・こまはﾞきた２じようどおり

　　０８０-０５７２・北海道河東郡音更町駒場並木・こまはﾞなみき

　　０８０-０５６３・北海道河東郡音更町駒場平和台・こまはﾞへいわだい

　　０８０-０５６５・北海道河東郡音更町駒場本通・こまはﾞほんどおり

　　０８０-０５６６・北海道河東郡音更町駒場南１条通・こまはﾞみなみ１じようどおり

　　０８０-０５６６・北海道河東郡音更町駒場南２条通・こまはﾞみなみ２じようどおり

　　０８０-０５６７・北海道河東郡音更町駒場南３条通・こまはﾞみなみ３じようどおり

　　０８０-０５６７・北海道河東郡音更町駒場南４条通・こまはﾞみなみ４じようどおり

　　０８０-０５６８・北海道河東郡音更町駒場東・こまはﾞひがじ

　　０８０-０５７４・北海道河東郡音更町駒場西・こまはﾞにじ

　　０８０-０５７３・北海道河東郡音更町駒場南・こまはﾞみなみ

　　０８０-０３２１・北海道河東郡音更町桜が丘・さくらがおか

　　０８０-０３２２・北海道河東郡音更町桜が丘西・さくらがおかにじ

　　０８０-０３５１・北海道河東郡音更町然別・しかりべつ

　　０８０-０３４２・北海道河東郡音更町下音更・しもおとふけ

　　０８０-０２７２・北海道河東郡音更町下士幌・しもしほろ

　　０８０-０２７２・北海道河東郡音更町下士幌幹線・しもしほろかんせん

　　０８０-０１０４・北海道河東郡音更町新通・しんどおり

　　０８０-０１０５・北海道河東郡音更町新通北・しんどおりきた

　　０８０-０３１３・北海道河東郡音更町鈴蘭公園・すずらんこうえん

　　０８０-０３６１・北海道河東郡音更町すずらん台北町・すずらんだいきたまち

　　０８０-０３６２・北海道河東郡音更町すずらん台仲町・すずらんだいなかまち

　　０８０-０３６３・北海道河東郡音更町すずらん台南町・すずらんだいみなみまち

　　０８０-０３２３・北海道河東郡音更町住吉台・すみよしだい

　　０８０-０３４５・北海道河東郡音更町高倉・たかくら

　　０８０-０１５１・北海道河東郡音更町東和・とうわ

　　０８０-０２６１・北海道河東郡音更町十勝川温泉・とかちがわおんせん

　　０８０-０２６３・北海道河東郡音更町十勝川温泉南・とかちがわおんせんみなみ

　　０８０-０２６２・北海道河東郡音更町十勝川温泉北・とかちがわおんせんきた

　　０８０-０５６１・北海道河東郡音更町豊田・とよた

　　０８０-０５７８・北海道河東郡音更町中音更・なかおとふけ

　　０８０-０３０９・北海道河東郡音更町中鈴蘭元町・なかすずらんもとまち

　　０８０-０３０８・北海道河東郡音更町中鈴蘭南・なかすずらんみなみ

　　０８０-０３０７・北海道河東郡音更町中鈴蘭北・なかすずらんきた

　　０８０-０５７７・北海道河東郡音更町西中音更・にしなかおとふけ



　　０８０-０３２５・北海道河東郡音更町柏寿台・はくじゆだい

　　０８０-０５６２・北海道河東郡音更町東音更・ひがしおとふけ

　　０８０-０３４３・北海道河東郡音更町東士狩・ひがししかり

　　０８０-０１０６・北海道河東郡音更町東通・ひがしどおり

　　０８０-０１６２・北海道河東郡音更町ひびき野仲町・ひびきのなかまち

　　０８０-０１６１・北海道河東郡音更町ひびき野東町・ひびきのひがしまち

　　０８０-０１６３・北海道河東郡音更町ひびき野西町・ひびきのにしまち

　　０８０-０１３７・北海道河東郡音更町宝来南一条・ほうらいみなみ１じよう

　　０８０-０１３８・北海道河東郡音更町宝来南二条・ほうらいみなみ２じよう

　　０８０-０１４１・北海道河東郡音更町宝来北一条・ほうらいきた１じよう

　　０８０-０１４２・北海道河東郡音更町宝来北二条・ほうらいきた２じよう

　　０８０-０１４３・北海道河東郡音更町宝来北三条・ほうらいきた３じよう

　　０８０-０１４４・北海道河東郡音更町宝来北四条・ほうらいきた４じよう

　　０８０-０１４５・北海道河東郡音更町宝来北五条・ほうらいきた５じよう

　　０８０-０１４６・北海道河東郡音更町宝来北六条・ほうらいきた６じよう

　　０８０-０１３５・北海道河東郡音更町宝来仲町南・ほうらいなかまちみなみ

　　０８０-０１３２・北海道河東郡音更町宝来仲町北・ほうらいなかまちきた

　　０８０-０１３６・北海道河東郡音更町宝来東町南・ほうらいひがしまちみなみ

　　０８０-０１３３・北海道河東郡音更町宝来東町北・ほうらいひがしまちきた

　　０８０-０１３９・北海道河東郡音更町宝来西町北・ほうらいにしまちきた

　　０８０-０１３４・北海道河東郡音更町宝来西町南・ほうらいにしまちみなみ

　　０８０-０１３１・北海道河東郡音更町宝来本通・ほうらいほんどおり

　　０８０-０３２６・北海道河東郡音更町北明台・ほくめいだい

　　０８０-０３２７・北海道河東郡音更町北陽台・ほくようだい

　　０８０-０３４４・北海道河東郡音更町万年・まんねん

　　０８０-０３３４・北海道河東郡音更町緑が丘・みどりがおか

　　０８０-０３１２・北海道河東郡音更町南鈴蘭南・みなみすずらんみなみ

　　０８０-０３１１・北海道河東郡音更町南鈴蘭北・みなみすずらんきた

　　０８０-０３２４・北海道河東郡音更町南住吉台・みなみすみよしだい

　　０８０-０５７６・北海道河東郡音更町南中音更・みなみなかおとふけ

　　０８０-０１０３・北海道河東郡音更町元町・もとまち

　　０８０-０１２１・北海道河東郡音更町柳町北区・やなぎまちきたく

　　０８０-０１２２・北海道河東郡音更町柳町仲区・やなぎまちなかく

　　０８０-０１２３・北海道河東郡音更町柳町南区・やなぎまちみなみく

　　０８０-０３３０・北海道河東郡音更町雄飛が丘・ゆうひがおか

　　０８０-０３３２・北海道河東郡音更町雄飛が丘仲区・ゆうひがおかなかく

　　０８０-０３３３・北海道河東郡音更町雄飛が丘南区・ゆうひがおかみなみく

　　０８０-０３３１・北海道河東郡音更町雄飛が丘北区・ゆうひがおかきたく

　　０８０-０３１７・北海道河東郡音更町緑陽台仲区・りよくようだいなかく

　　０８０-０３１８・北海道河東郡音更町緑陽台南区・りよくようだいみなみく

　　０８０-０３１６・北海道河東郡音更町緑陽台北区・りよくようだいきたく

　　０８０-１２００・北海道河東郡士幌町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０８０-１２６０・北海道河東郡士幌町イショッポ・いしよつほﾟ

　　０８０-１２５８・北海道河東郡士幌町ウリマク・うりまく

　　０８０-１２４９・北海道河東郡士幌町上音更・かみおとふけ

　　０８０-１２０５・北海道河東郡士幌町士幌・しほろ

　　０８０-１２２８・北海道河東郡士幌町士幌幹線・しほろかんせん

　　０８０-１２３０・北海道河東郡士幌町士幌幹西・しほろかんにじ

　　０８０-１２２９・北海道河東郡士幌町士幌幹東・しほろかんひがじ

　　０８０-１２３７・北海道河東郡士幌町士幌基線・しほろきせん

　　０８０-１２０６・北海道河東郡士幌町士幌仲通・しほろなかどおり

　　０８０-１２１８・北海道河東郡士幌町士幌西（１条～３条）・しほろにし(１じよう-３じよう)

　　０８０-１２１９・北海道河東郡士幌町士幌西（１線～３線）・しほろにし(１せん-３せん)

　　０８０-１２０９・北海道河東郡士幌町士幌東（１条～６条）・しほろひがし(１じよう-６じよう)

　　０８０-１２１０・北海道河東郡士幌町士幌東（１線～１９線）・しほろひがし(１せん-１９せん)

　　０８０-１２０７・北海道河東郡士幌町士幌本通西・しほろほんどおりにじ

　　０８０-１２０８・北海道河東郡士幌町士幌本通東・しほろほんどおりひがじ

　　０８０-１２８５・北海道河東郡士幌町下居辺・しもおりべ

　　０８０-１２７３・北海道河東郡士幌町中音更・なかおとふけ

　　０８０-１１８９・北海道河東郡士幌町中士幌・なかしほろ

　　０８０-１２５９・北海道河東郡士幌町ワッカクンネップ・わつかくんねつふﾟ

　　０８０-１４００・北海道河東郡上士幌町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０８０-１４０６・北海道河東郡上士幌町居辺・おりべ

　　０８０-１４０７・北海道河東郡上士幌町上音更・かみおとふけ

　　０８０-１４０８・北海道河東郡上士幌町上士幌・かみしほろ

　　０８０-１４０４・北海道河東郡上士幌町黒石平・くろいしだいら

　　０８０-１４０５・北海道河東郡上士幌町清水谷・しみずだに

　　０８０-１４０３・北海道河東郡上士幌町ぬかびら源泉郷・ぬかびらげんせんきよう

　　０８０-１４０２・北海道河東郡上士幌町幌加・ほろか

　　０８０-１４０１・北海道河東郡上士幌町三股・みつまた



　　０８１-０２００・北海道河東郡鹿追町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０８１-０２１２・北海道河東郡鹿追町泉町・いずみまち

　　０８１-０３４２・北海道河東郡鹿追町瓜幕東・うりまくひがじ

　　０８１-０３４１・北海道河東郡鹿追町瓜幕西・うりまくにじ

　　０８１-０３４３・北海道河東郡鹿追町瓜幕南・うりまくみなみ

　　０８１-０２２５・北海道河東郡鹿追町柏ケ丘・かしわがおか

　　０８１-０２１８・北海道河東郡鹿追町上然別西・かみしかりべつにじ

　　０８１-０２２６・北海道河東郡鹿追町上幌内・かみほろない

　　０８１-０３４４・北海道河東郡鹿追町北瓜幕・きたうりまく

　　０８１-０２１４・北海道河東郡鹿追町北鹿追北・きたしかおいきた

　　０８１-０２０２・北海道河東郡鹿追町北町・きたまち

　　０８１-０２２１・北海道河東郡鹿追町栄町・さかえまち

　　０８１-０２０４・北海道河東郡鹿追町笹川北・ささがわきた

　　０８１-０２１７・北海道河東郡鹿追町鹿追基線・しかおいきせん

　　０８１-０２１５・北海道河東郡鹿追町鹿追南・しかおいみなみ

　　０８１-０２１６・北海道河東郡鹿追町鹿追北・しかおいきた

　　０８１-０２０１・北海道河東郡鹿追町新町・しんまち

　　０８１-０３４５・北海道河東郡鹿追町中瓜幕西・なかうりまくにじ

　　０８１-０２１１・北海道河東郡鹿追町仲町・なかまち

　　０８１-０２０５・北海道河東郡鹿追町西笹川・にしささがわ

　　０８１-０２１３・北海道河東郡鹿追町西町・にしまち

　　０８１-０３４６・北海道河東郡鹿追町東瓜幕西・ひがしうりまくにじ

　　０８１-０２２２・北海道河東郡鹿追町東町・ひがしまち

　　０８１-０２２８・北海道河東郡鹿追町美蔓西・びまんにじ

　　０８１-０２２７・北海道河東郡鹿追町幌内西・ほろないにじ

　　０８１-０２０３・北海道河東郡鹿追町緑町・みどりまち

　　０８１-０２２３・北海道河東郡鹿追町南町・みなみまち

　　０８１-０２２４・北海道河東郡鹿追町元町・もとまち

　　０８１-００００・北海道上川郡新得町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０８１-００３５・北海道上川郡新得町上佐幌・かみさほろ

　　０８１-０１５４・北海道上川郡新得町屈足・くつたり

　　０８１-０１５１・北海道上川郡新得町屈足旭町・くつたりあさひまち

　　０８１-０１５２・北海道上川郡新得町屈足旭町東・くつたりあさひまちひがじ

　　０８１-０１６１・北海道上川郡新得町屈足柏町・くつたりかしわまち

　　０８１-０１６２・北海道上川郡新得町屈足柏町東・くつたりかしわまちひがじ

　　０８１-０１５５・北海道上川郡新得町屈足幸町・くつたりさいわいまち

　　０８１-０１５６・北海道上川郡新得町屈足幸町西・くつたりさいわいまちにじ

　　０８１-０１６３・北海道上川郡新得町屈足緑町・くつたりみどりまち

　　０８１-０１６４・北海道上川郡新得町屈足緑町西・くつたりみどりまちにじ

　　０８１-０１５３・北海道上川郡新得町屈足南町・くつたりみなみまち

　　０８１-０００６・北海道上川郡新得町栄町・さかえまち

　　０８１-００３６・北海道上川郡新得町下佐幌・しもさほろ

　　０８１-００３８・北海道上川郡新得町新得・しんとく

　　０８１-００３７・北海道上川郡新得町拓鉄・たくてつ

　　０８１-００３９・北海道上川郡新得町新内・にいない

　　０８１-００３１・北海道上川郡新得町西一条南・にし１じようみなみ

　　０８１-００２１・北海道上川郡新得町西一条北・にし１じようきた

　　０８１-００３２・北海道上川郡新得町西二条南・にし２じようみなみ

　　０８１-００２２・北海道上川郡新得町西二条北・にし２じようきた

　　０８１-００３３・北海道上川郡新得町西三条南・にし３じようみなみ

　　０８１-００２３・北海道上川郡新得町西三条北・にし３じようきた

　　０８１-００３４・北海道上川郡新得町西四条南・にし４じようみなみ

　　０８１-０００８・北海道上川郡新得町本通南・ほんどおりみなみ

　　０８１-０００５・北海道上川郡新得町本通北・ほんどおりきた

　　０８１-０００７・北海道上川郡新得町元町・もとまち

　　０８１-００１１・北海道上川郡新得町一条南・１じようみなみ

　　０８１-０００１・北海道上川郡新得町一条北・１じようきた

　　０８１-００１２・北海道上川郡新得町二条南・２じようみなみ

　　０８１-０００２・北海道上川郡新得町二条北・２じようきた

　　０８１-００１３・北海道上川郡新得町三条南・３じようみなみ

　　０８１-０００３・北海道上川郡新得町三条北・３じようきた

　　０８１-００１４・北海道上川郡新得町四条南・４じようみなみ

　　０８１-００１５・北海道上川郡新得町五条南・５じようみなみ

　　０８９-０１００・北海道上川郡清水町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０８９-０３５５・北海道上川郡清水町旭山・あさひやま

　　０８９-０２４３・北海道上川郡清水町上然別・かみしかりべつ

　　０８９-０１３５・北海道上川郡清水町北一条・きた１じよう

　　０８９-０１３４・北海道上川郡清水町北二条・きた２じよう

　　０８９-０１３３・北海道上川郡清水町北三条・きた３じよう

　　０８９-０１３２・北海道上川郡清水町北四条・きた４じよう



　　０８９-０１３１・北海道上川郡清水町北五条・きた５じよう

　　０８９-０１２４・北海道上川郡清水町北一条西・きた１じようにじ

　　０８９-０１２３・北海道上川郡清水町北二条西・きた２じようにじ

　　０８９-０１２２・北海道上川郡清水町北三条西・きた３じようにじ

　　０８９-０１２１・北海道上川郡清水町北四条西・きた４じようにじ

　　０８９-０２４１・北海道上川郡清水町熊牛・くまうじ

　　０８９-０１０３・北海道上川郡清水町清水・しみず

　　０８９-０１０２・北海道上川郡清水町下佐幌・しもさほろ

　　０８９-０３５６・北海道上川郡清水町羽帯・はおび

　　０８９-０１０１・北海道上川郡清水町人舞・ひとまい

　　０８９-０２４２・北海道上川郡清水町美蔓・びまん

　　０８９-０１３６・北海道上川郡清水町本通・ほんどおり

　　０８９-０１２５・北海道上川郡清水町本通西・ほんどおりにじ

　　０８９-０３５７・北海道上川郡清水町御影・みかげ

　　０８９-０３５１・北海道上川郡清水町御影西一条・みかげにし１じよう

　　０８９-０３５２・北海道上川郡清水町御影西二条・みかげにし２じよう

　　０８９-０３５３・北海道上川郡清水町御影西三条・みかげにし３じよう

　　０８９-０３７１・北海道上川郡清水町御影東一条・みかげひがし１じよう

　　０８９-０３７２・北海道上川郡清水町御影東二条・みかげひがし２じよう

　　０８９-０３７３・北海道上川郡清水町御影東三条・みかげひがし３じよう

　　０８９-０３７４・北海道上川郡清水町御影東四条・みかげひがし４じよう

　　０８９-０３７５・北海道上川郡清水町御影東五条・みかげひがし５じよう

　　０８９-０３７６・北海道上川郡清水町御影東六条・みかげひがし６じよう

　　０８９-０３７７・北海道上川郡清水町御影東七条・みかげひがし７じよう

　　０８９-０３７８・北海道上川郡清水町御影東八条・みかげひがし８じよう

　　０８９-０３６１・北海道上川郡清水町御影東一条南・みかげひがし１じようみなみ

　　０８９-０３６２・北海道上川郡清水町御影東二条南・みかげひがし２じようみなみ

　　０８９-０３６３・北海道上川郡清水町御影東三条南・みかげひがし３じようみなみ

　　０８９-０３５４・北海道上川郡清水町御影本通・みかげほんどおり

　　０８９-０１３７・北海道上川郡清水町南一条・みなみ１じよう

　　０８９-０１３８・北海道上川郡清水町南二条・みなみ２じよう

　　０８９-０１１１・北海道上川郡清水町南三条・みなみ３じよう

　　０８９-０１１２・北海道上川郡清水町南四条・みなみ４じよう

　　０８９-０１１３・北海道上川郡清水町南五条・みなみ５じよう

　　０８９-０１１４・北海道上川郡清水町南六条・みなみ６じよう

　　０８９-０１１５・北海道上川郡清水町南七条・みなみ７じよう

　　０８９-０１１６・北海道上川郡清水町南八条・みなみ８じよう

　　０８９-０１１７・北海道上川郡清水町南九条・みなみ９じよう

　　０８９-０１１８・北海道上川郡清水町南十条・みなみ１０じよう

　　０８９-０１２６・北海道上川郡清水町南一条西・みなみ１じようにじ

　　０８９-０１２７・北海道上川郡清水町南二条西・みなみ２じようにじ

　　０８９-０１０４・北海道上川郡清水町南三条西・みなみ３じようにじ

　　０８９-０１０５・北海道上川郡清水町南四条西・みなみ４じようにじ

　　０８９-０１０６・北海道上川郡清水町南五条西・みなみ５じようにじ

　　０８９-０１０７・北海道上川郡清水町南六条西・みなみ６じようにじ

　　０８２-００００・北海道河西郡芽室町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０８２-０３８２・北海道河西郡芽室町雄馬別・おまべつ

　　０８２-０３８４・北海道河西郡芽室町上美生・かみびせい

　　０８２-０３８１・北海道河西郡芽室町上伏古・かみふしこ

　　０８２-００８５・北海道河西郡芽室町上芽室基線・かみめむろきせん

　　０８２-００８４・北海道河西郡芽室町上芽室北・かみめむろきた

　　０８２-００８７・北海道河西郡芽室町上芽室東・かみめむろひがじ

　　０８２-００７７・北海道河西郡芽室町上芽室南・かみめむろみなみ

　　０８２-００８２・北海道河西郡芽室町北伏古東・きたふしこひがじ

　　０８２-００７２・北海道河西郡芽室町北伏古南・きたふしこみなみ

　　０８２-０００７・北海道河西郡芽室町北芽室（芽室太）・きためむろ(めむろぶと)

　　０８２-０００７・北海道河西郡芽室町北芽室（美藁）・きためむろ(びまん)

　　０８２-０００８・北海道河西郡芽室町毛根・けね

　　０８２-００７４・北海道河西郡芽室町栄（柏友）・さかえ(はくゆう)

　　０８２-００７４・北海道河西郡芽室町栄（光栄）・さかえ(こうえい)

　　０８２-００７４・北海道河西郡芽室町栄（豊来）・さかえ(ほうらい)

　　０８２-００７４・北海道河西郡芽室町栄（常盤）・さかえ(ときわ)

　　０８２-００７４・北海道河西郡芽室町栄（丸山）・さかえ(まるやま)

　　０８２-００７５・北海道河西郡芽室町坂の上（博進）・さかのうえ(はくしん)

　　０８２-０３８５・北海道河西郡芽室町渋山（上渋山）・しぶさん(かみしぶさん)

　　０８２-００７８・北海道河西郡芽室町渋山（その他）・しぶさん(そのた)

　　０８２-００１０・北海道河西郡芽室町祥栄北・しようえいきた

　　０８２-０００９・北海道河西郡芽室町祥栄西・しようえいにじ

　　０８２-００７９・北海道河西郡芽室町新朝日・しんあさひ

　　０８２-００７１・北海道河西郡芽室町新生・しんせい



　　０８２-００８１・北海道河西郡芽室町新生南・しんせいみなみ

　　０８２-００８６・北海道河西郡芽室町中美生・ちゆうびせい

　　０８２-００７３・北海道河西郡芽室町中伏古・なかふしこ

　　０８２-００８３・北海道河西郡芽室町中伏古東・なかふしこひがじ

　　０８２-０００３・北海道河西郡芽室町西士狩（国見）・にししかり(くにみ)

　　０８２-００３１・北海道河西郡芽室町西一条・にし１じよう

　　０８２-００３２・北海道河西郡芽室町西二条・にし２じよう

　　０８２-００３３・北海道河西郡芽室町西三条・にし３じよう

　　０８２-００３４・北海道河西郡芽室町西四条・にし４じよう

　　０８２-００３５・北海道河西郡芽室町西五条・にし５じよう

　　０８２-００３６・北海道河西郡芽室町西六条・にし６じよう

　　０８２-００３７・北海道河西郡芽室町西七条・にし７じよう

　　０８２-００３８・北海道河西郡芽室町西八条・にし８じよう

　　０８２-００３９・北海道河西郡芽室町西九条・にし９じよう

　　０８２-００４０・北海道河西郡芽室町西十条・にし１０じよう

　　０８２-００４１・北海道河西郡芽室町西十一条・にし１１じよう

　　０８２-００６１・北海道河西郡芽室町西一条南・にし１じようみなみ

　　０８２-００６２・北海道河西郡芽室町西二条南・にし２じようみなみ

　　０８２-００６３・北海道河西郡芽室町西三条南・にし３じようみなみ

　　０８２-００６４・北海道河西郡芽室町西四条南・にし４じようみなみ

　　０８２-０８０１・北海道河西郡芽室町東めむろ一条北・ひがしめむろ１じようきた

　　０８２-０８１１・北海道河西郡芽室町東めむろ一条南・ひがしめむろ１じようみなみ

　　０８２-０８０２・北海道河西郡芽室町東めむろ二条北・ひがしめむろ２じようきた

　　０８２-０８１２・北海道河西郡芽室町東めむろ二条南・ひがしめむろ２じようみなみ

　　０８２-０８０３・北海道河西郡芽室町東めむろ三条北・ひがしめむろ３じようきた

　　０８２-０８１３・北海道河西郡芽室町東めむろ三条南・ひがしめむろ３じようみなみ

　　０８２-０００５・北海道河西郡芽室町東芽室基線（日甜）・ひがしめむろきせん(につてん)

　　０８２-０００６・北海道河西郡芽室町東芽室南（大成）・ひがしめむろみなみ(たいせい)

　　０８２-０００４・北海道河西郡芽室町東芽室北（下美生）・ひがしめむろきた(しもびせい)

　　０８２-００１１・北海道河西郡芽室町東一条・ひがし１じよう

　　０８２-００１２・北海道河西郡芽室町東二条・ひがし２じよう

　　０８２-００１３・北海道河西郡芽室町東三条・ひがし３じよう

　　０８２-００１４・北海道河西郡芽室町東四条・ひがし４じよう

　　０８２-００１５・北海道河西郡芽室町東五条・ひがし５じよう

　　０８２-００１６・北海道河西郡芽室町東六条・ひがし６じよう

　　０８２-００１７・北海道河西郡芽室町東七条・ひがし７じよう

　　０８２-００１８・北海道河西郡芽室町東八条・ひがし８じよう

　　０８２-００１９・北海道河西郡芽室町東九条・ひがし９じよう

　　０８２-００２０・北海道河西郡芽室町東十条・ひがし１０じよう

　　０８２-００２１・北海道河西郡芽室町東十一条・ひがし１１じよう

　　０８２-００２２・北海道河西郡芽室町東十二条・ひがし１２じよう

　　０８２-００５１・北海道河西郡芽室町東一条南・ひがし１じようみなみ

　　０８２-００５２・北海道河西郡芽室町東二条南・ひがし２じようみなみ

　　０８２-００５３・北海道河西郡芽室町東三条南・ひがし３じようみなみ

　　０８２-００５４・北海道河西郡芽室町東四条南・ひがし４じようみなみ

　　０８２-００５６・北海道河西郡芽室町東六条南・ひがし６じようみなみ

　　０８２-００５７・北海道河西郡芽室町東七条南・ひがし７じようみなみ

　　０８２-００７６・北海道河西郡芽室町美生・びせい

　　０８２-０３８３・北海道河西郡芽室町伏美・ふしみ

　　０８２-０００１・北海道河西郡芽室町平和・へいわ

　　０８２-０００２・北海道河西郡芽室町北明（光勇）・ほくめい(こうゆう)

　　０８２-００３０・北海道河西郡芽室町本通・ほんどおり

　　０８２-００６０・北海道河西郡芽室町本通南・ほんどおりみなみ

　　０８２-００４３・北海道河西郡芽室町芽室基線（元町）・めむろきせん(もとまち)

　　０８２-００４４・北海道河西郡芽室町芽室南（南弥生）・めむろみなみ(みなみやよい)

　　０８２-００４４・北海道河西郡芽室町芽室南（高岩）・めむろみなみ(たかいわ)

　　０８２-００４２・北海道河西郡芽室町芽室北（西芽室）・めむろきた(にしめむろ)

　　０８２-００４２・北海道河西郡芽室町芽室北（中島）・めむろきた(なかじま)

　　０８９-１３００・北海道河西郡中札内村・・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０８９-１３３０・北海道河西郡中札内村大通南・ おおどおりみなみ

　　０８９-１３１０・北海道河西郡中札内村大通北・ おおどおりきた

　　０８９-１３７１・北海道河西郡中札内村上札内・ かみさつない

　　０８９-１３６４・北海道河西郡中札内村共栄・ きようえい

　　０８９-１３６５・北海道河西郡中札内村協和・ きようわ

　　０８９-１３６３・北海道河西郡中札内村興和・ こうわ

　　０８９-１３６６・北海道河西郡中札内村栄・ さかえ

　　０８９-１３５４・北海道河西郡中札内村新札内・ しんさつない

　　０８９-１３５５・北海道河西郡中札内村新札内南・ しんさつないみなみ

　　０８９-１３６２・北海道河西郡中札内村新生・ しんせい

　　０８９-１３６７・北海道河西郡中札内村常盤基線・ ときわきせん



　　０８９-１３２５・北海道河西郡中札内村中札内基線・ なかさつないきせん

　　０８９-１３１３・"北海道河西郡中札内村, 中札内西"・なかさつないにじ

　　０８９-１３５２・北海道河西郡中札内村中戸蔦・ なかとつた

　　０８９-１３５６・北海道河西郡中札内村西札内・ にしさつない

　　０８９-１３５３・北海道河西郡中札内村西戸蔦・ にしとつた

　　０８９-１３３１・北海道河西郡中札内村西一条南・ にし１じようみなみ

　　０８９-１３１１・北海道河西郡中札内村西一条北・ にし１じようきた

　　０８９-１３３２・北海道河西郡中札内村西二条南・ にし２じようみなみ

　　０８９-１３１２・北海道河西郡中札内村西二条北・ にし２じようきた

　　０８９-１３５１・北海道河西郡中札内村東戸蔦・ ひがしとつた

　　０８９-１３４１・北海道河西郡中札内村東一条南・ ひがし１じようみなみ

　　０８９-１３２１・北海道河西郡中札内村東一条北・ ひがし１じようきた

　　０８９-１３４２・北海道河西郡中札内村東二条南・ ひがし２じようみなみ

　　０８９-１３２２・北海道河西郡中札内村東二条北・ ひがし２じようきた

　　０８９-１３４３・北海道河西郡中札内村東三条南・ ひがし３じようみなみ

　　０８９-１３２３・北海道河西郡中札内村東三条北・ ひがし３じようきた

　　０８９-１３４４・北海道河西郡中札内村東四条南・ ひがし４じようみなみ

　　０８９-１３２４・北海道河西郡中札内村東四条北・ ひがし４じようきた

　　０８９-１３４５・北海道河西郡中札内村東五条南・ ひがし５じようみなみ

　　０８９-１３７４・北海道河西郡中札内村南札内・ みなみさつない

　　０８９-１３６８・北海道河西郡中札内村南常盤・ みなみときわ

　　０８９-１３７２・北海道河西郡中札内村元札内・ もとさつない

　　０８９-１３７３・北海道河西郡中札内村元更別・ もとさらべつ

　　０８９-１３６１・北海道河西郡中札内村元大正・ もとたいしよう

　　０８９-１５００・北海道河西郡更別村・・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０８９-１５３１・北海道河西郡更別村曙町・ あけほﾞのちよう

　　０８９-１５５１・北海道河西郡更別村旭区・ あさひく

　　０８９-１５７１・北海道河西郡更別村香川区・ かがわく

　　０８９-１５１１・北海道河西郡更別村柏町・ かしわまち

　　０８９-１５８１・北海道河西郡更別村上更別（南区）・ かみさらべつ(みなみく)

　　０８９-１５８３・北海道河西郡更別村上更別（１区）・ かみさらべつ(１く)

　　０８９-１５６１・北海道河西郡更別村北更別区・ きたさらべつく

　　０８９-１５８２・北海道河西郡更別村協和区・ きようわく

　　０８９-１５７２・北海道河西郡更別村更生区・ こうせいく

　　０８９-１５４１・北海道河西郡更別村更南・ こうなん

　　０８９-１５７３・北海道河西郡更別村弘和・ こうわ

　　０８９-１５４２・北海道河西郡更別村更別（区）・ さらべつ(く)

　　０８９-１５６２・北海道河西郡更別村更別（東区）・ さらべつ(ひがしく)

　　０８９-１５４３・北海道河西郡更別村昭和区・ しようわく

　　０８９-１５０１・北海道河西郡更別村新栄町・ しんえいちよう

　　０８９-１５５２・北海道河西郡更別村勢雄・ せお

　　０８９-１５１２・北海道河西郡更別村中央町・ ちゆうおうちよう

　　０８９-１５７３・北海道河西郡更別村東栄・ とうえい

　　０８９-１５２１・北海道河西郡更別村錦町・ にしきまち

　　０８９-１５０２・北海道河西郡更別村花園町・ はなぞのちよう

　　０８９-１５５３・北海道河西郡更別村平和区・ へいわく

　　０８９-１５１３・北海道河西郡更別村本町・ ほんちよう

　　０８９-１５３２・北海道河西郡更別村緑町・ みどりまち

　　０８９-１５６３・北海道河西郡更別村南更別区・ みなみさらべつく

　　０８９-１５２２・北海道河西郡更別村若葉町・ わかはﾞちよう

　　０８９-２１００・北海道広尾郡大樹町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０８９-２２６２・北海道広尾郡大樹町相川・あいかわ

　　０８９-２１４５・北海道広尾郡大樹町暁町・あかつきちよう

　　０８９-２１２１・北海道広尾郡大樹町旭浜・あさひはま

　　０８９-２１２５・北海道広尾郡大樹町石坂・いしざか

　　０８９-２２６１・北海道広尾郡大樹町尾田・おだ

　　０８９-２１２６・北海道広尾郡大樹町開進・かいしん

　　０８９-２１４７・北海道広尾郡大樹町鏡町・かがみちよう

　　０８９-２１３８・北海道広尾郡大樹町柏木町・かしわぎちよう

　　０８９-２１０３・北海道広尾郡大樹町上大樹・かみたいき

　　０８９-２１２３・北海道広尾郡大樹町上中島・かみなかじま

　　０８９-２１１１・北海道広尾郡大樹町上萠和・かみもいわ

　　０８９-２１３７・北海道広尾郡大樹町北通・きたどおり

　　０８９-２１５１・北海道広尾郡大樹町高校通・こうこうどおり

　　０８９-２１１７・北海道広尾郡大樹町更生・こうせい

　　０８９-２２７１・北海道広尾郡大樹町光地園・こうちえん

　　０８９-２２７２・北海道広尾郡大樹町幸徳・こうとく

　　０８９-２１４６・北海道広尾郡大樹町寿通・ことぶきどおり

　　０８９-２１５４・北海道広尾郡大樹町幸町・さいわいちよう

　　０８９-２１４０・北海道広尾郡大樹町栄通・さかえどおり



　　０８９-２１０６・北海道広尾郡大樹町下大樹・しもたいき

　　０８９-２１１４・北海道広尾郡大樹町下芽武・しもめむ

　　０８９-２１３６・北海道広尾郡大樹町新通・しんどおり

　　０８９-２２７２・北海道広尾郡大樹町住吉・すみよじ

　　０８９-１８８１・北海道広尾郡大樹町生花・せいか

　　０８９-２１０５・北海道広尾郡大樹町大樹・たいき

　　０８９-２２７３・北海道広尾郡大樹町大光・たいこう

　　０８９-２２７３・北海道広尾郡大樹町大全・たいぜん

　　０８９-２２６３・北海道広尾郡大樹町拓進・たくしん

　　０８９-２２６１・北海道広尾郡大樹町拓北・たくほく

　　０８９-２１０１・北海道広尾郡大樹町東和・とうわ

　　０８９-２２６１・北海道広尾郡大樹町豊里・とよさと

　　０８９-２１２２・北海道広尾郡大樹町中島・なかじま

　　０８９-２１０４・北海道広尾郡大樹町中大樹・なかたいき

　　０８９-２１３３・北海道広尾郡大樹町仲通・なかどおり

　　０８９-２１５２・北海道広尾郡大樹町西本通・にしほんどおり

　　０８９-２１１６・北海道広尾郡大樹町浜大樹・はまたいき

　　０８９-１８８２・北海道広尾郡大樹町晩成・はﾞんせい

　　０８９-２１３４・北海道広尾郡大樹町東本通・ひがしほんどおり

　　０８９-２１２４・北海道広尾郡大樹町日方・ひかた

　　０８９-２１１５・北海道広尾郡大樹町美成・びせい

　　０８９-２１３２・北海道広尾郡大樹町双葉町・ふたはﾞちよう

　　０８９-２１２７・北海道広尾郡大樹町振別・ふるべつ

　　０８９-２１０７・北海道広尾郡大樹町松山・まつやま

　　０８９-２１３１・北海道広尾郡大樹町松山町・まつやまちよう

　　０８９-２１４８・北海道広尾郡大樹町麻友・まゆう

　　０８９-２１５５・北海道広尾郡大樹町緑町・みどりちよう

　　０８９-２１３５・北海道広尾郡大樹町南通・みなみどおり

　　０８９-２１５３・北海道広尾郡大樹町南町・みなみまち

　　０８９-２１１３・北海道広尾郡大樹町芽武・めむ

　　０８９-２１１２・北海道広尾郡大樹町萠和・もいわ

　　０８９-２１０２・北海道広尾郡大樹町大和・やまと

　　０８９-２１５６・北海道広尾郡大樹町緑苑・ろくえん

　　０８９-２１４１・北海道広尾郡大樹町一条通・１じようどおり

　　０８９-２１４２・北海道広尾郡大樹町二条通・２じようどおり

　　０８９-２１４３・北海道広尾郡大樹町三条通・３じようどおり

　　０８９-２６００・北海道広尾郡広尾町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０８９-２７７１・北海道広尾郡広尾町音調津・おしらべつ

　　０８９-２７７２・北海道広尾郡広尾町音調津区画外・おしらべつくかくがい

　　０８９-２６０４・北海道広尾郡広尾町会所通・かいしよどおり

　　０８９-２６０５・北海道広尾郡広尾町会所前・かいしよまえ

　　０８９-２４４５・北海道広尾郡広尾町カシュウンナイ・かしゆうんない

　　０８９-２４４８・北海道広尾郡広尾町上トヨイ・かみとよい

　　０８９-２４４７・北海道広尾郡広尾町上豊似・かみとよに

　　０８９-２６２２・北海道広尾郡広尾町公園通南・こうえんどおりみなみ

　　０８９-２６２１・北海道広尾郡広尾町公園通北・こうえんどおりきた

　　０８９-２４４７・北海道広尾郡広尾町下トヨイ・しもとよい

　　０８９-２４４７・北海道広尾郡広尾町下豊似・しもとよに

　　０８９-２６３２・北海道広尾郡広尾町白樺通南・しらかはﾞどおりみなみ

　　０８９-２６３１・北海道広尾郡広尾町白樺通北・しらかはﾞどおりきた

　　０８９-２６１６・北海道広尾郡広尾町陣屋・じんや

　　０８９-２７７５・北海道広尾郡広尾町タニイソ・たにいそ

　　０８９-２４４７・北海道広尾郡広尾町トヨイベツ・とよいべつ

　　０８９-２４５５・北海道広尾郡広尾町豊似・とよに

　　０８９-２６２４・北海道広尾郡広尾町並木通東・なみきどおりひがじ

　　０８９-２６２３・北海道広尾郡広尾町並木通西・なみきどおりにじ

　　０８９-２６２６・北海道広尾郡広尾町錦通南・にしきどおりみなみ

　　０８９-２６２５・北海道広尾郡広尾町錦通北・にしきどおりきた

　　０８９-２６１１・北海道広尾郡広尾町西一条・にし１じよう

　　０８９-２６１２・北海道広尾郡広尾町西二条・にし２じよう

　　０８９-２６１３・北海道広尾郡広尾町西三条・にし３じよう

　　０８９-２６１４・北海道広尾郡広尾町西四条・にし４じよう

　　０８９-２５６１・北海道広尾郡広尾町野塚・のつﾞか

　　０８９-２５６３・北海道広尾郡広尾町野塚東通・のつﾞかひがしどおり

　　０８９-２５６２・北海道広尾郡広尾町野塚西通・のつﾞかにしどおり

　　０８９-２５６４・北海道広尾郡広尾町野塚本通・のつﾞかほんどおり

　　０８９-２６０１・北海道広尾郡広尾町東一条・ひがし１じよう

　　０８９-２６０２・北海道広尾郡広尾町東二条・ひがし２じよう

　　０８９-２６０３・北海道広尾郡広尾町東三条・ひがし３じよう

　　０８９-２７７６・北海道広尾郡広尾町ビタタヌンケ・びたたぬんけ



　　０８９-２６３３・北海道広尾郡広尾町美幌・びほろ

　　０８９-２６３４・北海道広尾郡広尾町フンベ・ふんべ

　　０８９-２６１５・北海道広尾郡広尾町本通・ほんどおり

　　０８９-２６２８・北海道広尾郡広尾町丸山通南・まるやまどおりみなみ

　　０８９-２６２７・北海道広尾郡広尾町丸山通北・まるやまどおりきた

　　０８９-２７７３・北海道広尾郡広尾町モエケシ・もえけじ

　　０８９-２６３６・北海道広尾郡広尾町紅葉通南・もみじどおりみなみ

　　０８９-２６３５・北海道広尾郡広尾町紅葉通北・もみじどおりきた

　　０８９-２６３７・北海道広尾郡広尾町茂寄・もより

　　０８９-２６３８・北海道広尾郡広尾町茂寄南・もよりみなみ

　　０８９-２４４６・北海道広尾郡広尾町紋別・もんべつ

　　０８９-２７７４・北海道広尾郡広尾町ルベシベツ・るべしべつ

　　０８９-０６００・北海道中川郡幕別町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０８９-０６２１・北海道中川郡幕別町相川・あいかわ

　　０８９-０６１２・北海道中川郡幕別町明野・あけの

　　０８９-０６０２・北海道中川郡幕別町旭町・あさひまち

　　０８９-０６２４・北海道中川郡幕別町軍岡・いくさおか

　　０８９-０５６４・北海道中川郡幕別町稲志別・いなしべつ

　　０８９-０６２２・北海道中川郡幕別町大豊・おおとよ

　　０８９-０５７５・北海道中川郡幕別町上稲志別・かみいなしべつ

　　０８９-０７８１・北海道中川郡幕別町五位・ごい

　　０８９-０７８４・北海道中川郡幕別町弘和・こうわ

　　０８９-０６０５・北海道中川郡幕別町寿町・ことぶきまち

　　０８９-０７８３・北海道中川郡幕別町駒畠・こまはた

　　０８９-０６０１・北海道中川郡幕別町幸町・さいわいまち

　　０８９-０５７７・北海道中川郡幕別町栄・さかえ

　　０８９-０５４１・北海道中川郡幕別町札内青葉町・さつないあおはﾞまち

　　０８９-０５５２・北海道中川郡幕別町札内あかしや町・さつないあかしやまち

　　０８９-０５３１・北海道中川郡幕別町札内暁町・さつないあかつきまち

　　０８９-０５５１・北海道中川郡幕別町札内泉町・さつないいつﾞみまち

　　０８９-０５４２・北海道中川郡幕別町札内春日町・さつないかすがまち

　　０８９-０５４５・北海道中川郡幕別町札内桂町・さつないかつらまち

　　０８９-０５３４・北海道中川郡幕別町札内北町・さつないきたまち

　　０８９-０５３８・北海道中川郡幕別町札内共栄町・さつないきようえいまち

　　０８９-０５３５・北海道中川郡幕別町札内桜町・さつないさくらまち

　　０８９-０５３３・北海道中川郡幕別町札内新北町・さつないしんきたまち

　　０８９-０５４３・北海道中川郡幕別町札内中央町・さつないちゆうおうまち

　　０８９-０５４６・北海道中川郡幕別町札内堤町・さつないつつみまち

　　０８９-０５３６・北海道中川郡幕別町札内西町・さつないにしまち

　　０８９-０５６２・北海道中川郡幕別町札内東町・さつないひがしまち

　　０８９-０５５３・北海道中川郡幕別町札内文京町・さつないぶんきようまち

　　０８９-０５３７・北海道中川郡幕別町札内北栄町・さつないほくえいまち

　　０８９-０５５４・北海道中川郡幕別町札内みずほ町・さつないみずほまち

　　０８９-０５６１・北海道中川郡幕別町札内稔町・さつないみのりまち

　　０８９-０５３２・北海道中川郡幕別町札内豊町・さつないゆたかまち

　　０８９-０５４４・北海道中川郡幕別町札内若草町・さつないわかくさまち

　　０８９-０６２５・北海道中川郡幕別町猿別・さるべつ

　　０８９-０５６６・北海道中川郡幕別町昭和・しようわ

　　０８９-０６１３・北海道中川郡幕別町新川・しんかわ

　　０８９-０５６５・北海道中川郡幕別町新生・しんせい

　　０８９-０６１１・北海道中川郡幕別町新町・しんまち

　　０８９-０７８８・北海道中川郡幕別町新和（新田牧場）・しんわ(につたほﾞくじよう)

　　０８９-０６２７・北海道中川郡幕別町新和（その他）・しんわ(そのた)

　　０８９-０５７２・北海道中川郡幕別町西和・せいわ

　　０８９-０５６３・北海道中川郡幕別町千住・せんじゆう

　　０８９-０６１６・北海道中川郡幕別町宝町・たからまち

　　０８９-１７１７・北海道中川郡幕別町忠類朝日・ちゆうるいあさひ

　　０８９-１７２７・北海道中川郡幕別町忠類共栄・ちゆうるいきようえい

　　０８９-１７２８・北海道中川郡幕別町忠類協徳・ちゆうるいきようとく

　　０８９-１７３１・北海道中川郡幕別町忠類公親・ちゆうるいこうしん

　　０８９-１７０９・北海道中川郡幕別町忠類幸町・ちゆうるいさいわいまち

　　０８９-１７０３・北海道中川郡幕別町忠類栄町・ちゆうるいさかえまち

　　０８９-１７０１・北海道中川郡幕別町忠類白銀町・ちゆうるいしろがねまち

　　０８９-１７１４・北海道中川郡幕別町忠類新生・ちゆうるいしんせい

　　０８９-１７１１・北海道中川郡幕別町忠類東宝・ちゆうるいとうほう

　　０８９-１７２５・北海道中川郡幕別町忠類中当・ちゆうるいなかとう

　　０８９-１７０７・北海道中川郡幕別町忠類錦町・ちゆうるいにしきまち

　　０８９-１７２１・北海道中川郡幕別町忠類西当・ちゆうるいにしとう

　　０８９-１８７１・北海道中川郡幕別町忠類晩成・ちゆうるいはﾞんせい

　　０８９-１７２９・北海道中川郡幕別町忠類日和・ちゆうるいひより



　　０８９-１７２６・北海道中川郡幕別町忠類古里・ちゆうるいふるさと

　　０８９-１７１５・北海道中川郡幕別町忠類幌内・ちゆうるいほろない

　　０８９-１７２４・北海道中川郡幕別町忠類明和・ちゆうるいめいわ

　　０８９-１７１６・北海道中川郡幕別町忠類元忠類・ちゆうるいもとちゆうるい

　　０８９-１７０５・北海道中川郡幕別町忠類本町・ちゆうるいもとまち

　　０８９-０５７３・北海道中川郡幕別町途別・とべつ

　　０８９-０６２８・北海道中川郡幕別町豊岡・とよおか

　　０８９-０５７８・北海道中川郡幕別町中稲志別・なかいなしべつ

　　０８９-０７８２・北海道中川郡幕別町中里・なかさと

　　０８９-０６２３・北海道中川郡幕別町南勢・なんせい

　　０８９-０６０４・北海道中川郡幕別町錦町・にしきまち

　　０８９-０６２６・北海道中川郡幕別町西猿別・にしさるべつ

　　０８９-０５７４・北海道中川郡幕別町日新・につしん

　　０８９-０７８６・北海道中川郡幕別町糠内・ぬかない

　　０８９-０５７６・北海道中川郡幕別町古舞・ふるまい

　　０８９-０７８５・北海道中川郡幕別町美川・みかわ

　　０８９-０６１４・北海道中川郡幕別町緑町・みどりまち

　　０８９-０６１５・北海道中川郡幕別町南町・みなみまち

　　０８９-０５６７・北海道中川郡幕別町明倫（７８)・めいりん

　　０８９-０５６７・北海道中川郡幕別町明倫（２０８)・めいりん

　　０８９-０７８７・北海道中川郡幕別町明倫（その他）・めいりん(そのた)

　　０８９-０６０３・北海道中川郡幕別町本町・もとまち

　　０８９-０５７１・北海道中川郡幕別町依田・よだ

　　０８３-００００・北海道中川郡池田町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０８３-００４４・北海道中川郡池田町青山・あおやま

　　０８３-０００１・北海道中川郡池田町旭町・あさひまち

　　０８３-００９０・北海道中川郡池田町大通・おおどおり

　　０８３-００２０・北海道中川郡池田町大通南・おおどおりみなみ

　　０８９-３１５１・北海道中川郡池田町大森・おおもり

　　０８３-００４１・北海道中川郡池田町川合・かわい

　　０８３-０００２・北海道中川郡池田町清見・きよみ

　　０８３-０００３・北海道中川郡池田町清見ケ丘・きよみがおか

　　０８３-０００４・北海道中川郡池田町様舞・さままい

　　０８３-００４７・北海道中川郡池田町昭栄・しようえい

　　０８９-３１５２・北海道中川郡池田町高島・たかしま

　　０８９-３１５３・北海道中川郡池田町近牛・ちかうじ

　　０８３-００４２・北海道中川郡池田町千代田・ちよだ

　　０８３-００４６・北海道中川郡池田町東台・とうだい

　　０８９-３１５６・北海道中川郡池田町常盤・ときわ

　　０８３-００３２・北海道中川郡池田町利別東町・としべつひがしまち

　　０８３-００３１・北海道中川郡池田町利別西町・としべつにしまち

　　０８３-００３３・北海道中川郡池田町利別南町・としべつみなみまち

　　０８３-００３４・北海道中川郡池田町利別本町・としべつもとまち

　　０８３-００４５・北海道中川郡池田町富岡・とみおか

　　０８３-００４３・北海道中川郡池田町豊田・とよた

　　０８３-００２１・北海道中川郡池田町西一条・にし１じよう

　　０８３-００２２・北海道中川郡池田町西二条・にし２じよう

　　０８３-００２３・北海道中川郡池田町西三条・にし３じよう

　　０８９-３１５４・北海道中川郡池田町信取・のぶとり

　　０８３-００９１・北海道中川郡池田町東一条・ひがし１じよう

　　０８３-００９２・北海道中川郡池田町東二条・ひがし２じよう

　　０８９-３１５５・北海道中川郡池田町美加登・みかど

　　０８９-５３００・北海道中川郡豊頃町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０８９-５３０６・北海道中川郡豊頃町安骨・あんこつ

　　０８９-５２４１・北海道中川郡豊頃町育素多・いくそた

　　０８９-５３０４・北海道中川郡豊頃町牛首別・うししゆべつ

　　０８９-５４６５・北海道中川郡豊頃町大津・おおつ

　　０８９-５４６３・北海道中川郡豊頃町大津寿町・おおつことぶきまち

　　０８９-５４６２・北海道中川郡豊頃町大津幸町・おおつさいわいちよう

　　０８９-５４６４・北海道中川郡豊頃町大津港町・おおつみなとまち

　　０８９-５４６１・北海道中川郡豊頃町大津元町・おおつもとまち

　　０８９-５３０５・北海道中川郡豊頃町背負・せおい

　　０８９-５３０７・北海道中川郡豊頃町旅来・たびこらい

　　０８９-５２３４・北海道中川郡豊頃町中央新町・ちゆうおうしんまち

　　０８９-５２３５・北海道中川郡豊頃町中央若葉町・ちゆうおうわかはﾞまち

　　０８９-５４６６・北海道中川郡豊頃町長節・ちようぶじ

　　０８９-５３０１・北海道中川郡豊頃町統内・とうない

　　０８９-５２４４・北海道中川郡豊頃町十弗・とおふつ

　　０８９-５２４３・北海道中川郡豊頃町十弗宝町・とおふつたからまち

　　０８９-５２４６・北海道中川郡豊頃町豊頃・とよころ



　　０８９-５２３２・北海道中川郡豊頃町豊頃旭町・とよころあさひまち

　　０８９-５２３１・北海道中川郡豊頃町豊頃佐々田町・とよころささだまち

　　０８９-５２３３・北海道中川郡豊頃町豊頃南町・とよころみなみまち

　　０８９-５３０９・北海道中川郡豊頃町二宮・にのみや

　　０８９-５３０３・北海道中川郡豊頃町農野牛・のやうじ

　　０８９-５２４２・北海道中川郡豊頃町北栄・ほくえい

　　０８９-５２４７・北海道中川郡豊頃町幌岡・ほろおか

　　０８９-５３１５・北海道中川郡豊頃町茂岩・もいわ

　　０８９-５３１３・北海道中川郡豊頃町茂岩栄町・もいわさかえまち

　　０８９-５３１１・北海道中川郡豊頃町茂岩新和町・もいわしんわまち

　　０８９-５３１４・北海道中川郡豊頃町茂岩末広町・もいわすえひろまち

　　０８９-５３１２・北海道中川郡豊頃町茂岩本町・もいわほんまち

　　０８９-５３０８・北海道中川郡豊頃町湧洞・ゆうどう

　　０８９-５３０２・北海道中川郡豊頃町礼作別・れいさくべつ

　　０８９-５２４５・北海道中川郡豊頃町礼文内・れぶんない

　　０８９-３３００・北海道中川郡本別町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０８９-３６７６・北海道中川郡本別町明美・あけみ

　　０８９-３３３２・北海道中川郡本別町朝日町・あさひまち

　　０８９-３６７２・北海道中川郡本別町追名牛（６７－４～１１３－７)・おいなうし

　　０８９-３３２７・北海道中川郡本別町追名牛（その他）・おいなうし(そのた)

　　０８９-３６６２・北海道中川郡本別町奥仙美里・おくせんびり

　　０８９-３２８３・北海道中川郡本別町押帯・おしよつふﾟ

　　０８９-３３０７・北海道中川郡本別町負箙・おふいびら

　　０８９-３３１１・北海道中川郡本別町柏木町・かしわぎちよう

　　０８９-３６６６・北海道中川郡本別町上仙美里・かみせんびり

　　０８９-３３２１・北海道中川郡本別町上本別（フラツナイ）・かみほんべつ(ふらつない)

　　０８９-３３３４・北海道中川郡本別町北・きた

　　０８９-３３０５・北海道中川郡本別町共栄・きようえい

　　０８９-３６６５・北海道中川郡本別町清里・きよさと

　　０８９-３３０３・北海道中川郡本別町向陽町・こうようちよう

　　０８９-３３２２・北海道中川郡本別町栄町・さかえまち

　　０８９-３３０４・北海道中川郡本別町坂下町・さかしたまち

　　０８９-３６７４・北海道中川郡本別町下仙美里・しもせんびり

　　０８９-３３２４・北海道中川郡本別町新町・しんまち

　　０８９-３３３４・北海道中川郡本別町清流町・せいりゆうちよう

　　０８９-３６６３・北海道中川郡本別町仙美里・せんびり

　　０８９-３６６４・北海道中川郡本別町仙美里元町・せんびりもとまち

　　０８９-３３０６・北海道中川郡本別町チエトイ・ちえとい

　　０８９-３３３１・北海道中川郡本別町錦町・にしきまち

　　０８９-３６７５・北海道中川郡本別町西仙美里・にしせんびり

　　０８９-３４４３・北海道中川郡本別町西美里別（１１３～７９１）・にしびりべつ

　　０８９-３４４３・北海道中川郡本別町西美里別（西活込）・にしびりべつ(にしかつこみ)

　　０８９-３４４３・北海道中川郡本別町西美里別（西上）・にしびりべつ(にしかみ)

　　０８９-３４４３・北海道中川郡本別町西美里別（西中）・にしびりべつ(にしなか)

　　０８９-３３２５・北海道中川郡本別町西美里別（その他）・にしびりべつ(そのた)

　　０８９-３６７３・北海道中川郡本別町東仙美里・ひがしせんびり

　　０８９-３３０１・北海道中川郡本別町東本別・ひがしほんべつ

　　０８９-３３０２・北海道中川郡本別町東町・ひがしまち

　　０８９-３６６１・北海道中川郡本別町美栄・びえい

　　０８９-３２８４・北海道中川郡本別町美蘭別・びらんべつ

　　０８９-３３２６・北海道中川郡本別町美里別（高東）・びりべつ(こうとう)

　　０８９-３３２３・北海道中川郡本別町美里別（東下）・びりべつ(ひがししも)

　　０８９-３６７７・北海道中川郡本別町美里別（２４６－７)・びりべつ(２４６-７)

　　０８９-３４４２・北海道中川郡本別町美里別（拓農）・びりべつ(たくのう)

　　０８９-３４４２・北海道中川郡本別町美里別（東活込）・びりべつ(たくのう)

　　０８９-３４４２・北海道中川郡本別町美里別（東上）・びりべつ(ひがしかみ)

　　０８９-３４４２・北海道中川郡本別町美里別（東中）・びりべつ(ひがしなか)

　　０８９-３６７１・北海道中川郡本別町木札内・ほﾞくさつない

　　０８９-３３１２・北海道中川郡本別町緑町・みどりまち

　　０８９-３３１４・北海道中川郡本別町南・みなみ

　　０８９-３３１３・北海道中川郡本別町柳町・やなぎまち

　　０８９-３３３３・北海道中川郡本別町山手町・やまてまち

　　０８９-３３０８・北海道中川郡本別町弥生町・やよいまち

　　０８９-３２８２・北海道中川郡本別町勇足・ゆうたり

　　０８９-３２８１・北海道中川郡本別町勇足元町・ゆうたりもとまち

　　０８９-３７００・北海道足寄郡足寄町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０８９-３７０８・北海道足寄郡足寄町愛冠・あいかつふﾟ

　　０８９-３７２１・北海道足寄郡足寄町旭町・あさひまち

　　０８９-３７２４・北海道足寄郡足寄町稲牛・いなうじ

　　０８９-４１４４・北海道足寄郡足寄町大誉地（１０－１)・およち(１０-１)



　　０８９-４２５１・北海道足寄郡足寄町大誉地（その他）・およち(そのた)

　　０８９-４２５２・北海道足寄郡足寄町大誉地本町・およちもとまち

　　０８９-３９６１・北海道足寄郡足寄町上足寄・かみあしよろ

　　０８９-３９６２・北海道足寄郡足寄町上足寄本町・かみあしよろもとまち

　　０８９-４１４２・北海道足寄郡足寄町上利別・かみとしべつ

　　０８９-４１４１・北海道足寄郡足寄町上利別本町・かみとしべつもとまち

　　０８９-３９６３・北海道足寄郡足寄町上螺湾・かみらわん

　　０８９-３７０１・北海道足寄郡足寄町北一条・きた１じよう

　　０８９-３７０２・北海道足寄郡足寄町北二条・きた２じよう

　　０８９-３７０３・北海道足寄郡足寄町北三条・きた３じよう

　　０８９-３７０４・北海道足寄郡足寄町北四条・きた４じよう

　　０８９-３７０５・北海道足寄郡足寄町北五条・きた５じよう

　　０８９-３７０６・北海道足寄郡足寄町北六条・きた６じよう

　　０８９-３８７４・北海道足寄郡足寄町喜登牛・きとうじ

　　０８９-３７２６・北海道足寄郡足寄町共栄町・きようえいまち

　　０８９-３７２７・北海道足寄郡足寄町郊南・こうなん

　　０８９-３７１８・北海道足寄郡足寄町栄町・さかえまち

　　０８９-３７３２・北海道足寄郡足寄町里見が丘・さとみがおか

　　０８９-３７０７・北海道足寄郡足寄町下愛冠・しもあいかつふﾟ

　　０８９-４１４３・北海道足寄郡足寄町白糸・しらいと

　　０８９-３７２２・北海道足寄郡足寄町新町・しんまち

　　０８９-３７３４・北海道足寄郡足寄町常盤・ときわ

　　０８９-３７２３・北海道足寄郡足寄町中足寄・なかあしよろ

　　０８９-３７３１・北海道足寄郡足寄町中矢（７～２８８)・なかや

　　０８９-３８７３・北海道足寄郡足寄町中矢（４２６～７８２)・なかや

　　０８９-３７３３・北海道足寄郡足寄町西町・にしまち

　　０８９-３７３５・北海道足寄郡足寄町美盛・びせい

　　０８９-３７２５・北海道足寄郡足寄町平和・へいわ

　　０８９-３７１１・北海道足寄郡足寄町南一条・みなみ１じよう

　　０８９-３７１２・北海道足寄郡足寄町南二条・みなみ２じよう

　　０８９-３７１３・北海道足寄郡足寄町南三条・みなみ３じよう

　　０８９-３７１４・北海道足寄郡足寄町南四条・みなみ４じよう

　　０８９-３７１５・北海道足寄郡足寄町南五条・みなみ５じよう

　　０８９-３７１６・北海道足寄郡足寄町南六条・みなみ６じよう

　　０８９-３７１７・北海道足寄郡足寄町南七条・みなみ７じよう

　　０８９-３８７２・北海道足寄郡足寄町芽登・めとう

　　０８９-３８７１・北海道足寄郡足寄町芽登本町・めとうもとまち

　　０８９-３９６４・北海道足寄郡足寄町茂足寄・もあしよろ

　　０８９-３７３７・北海道足寄郡足寄町茂喜登牛（１２～６３４)・もきとうし

　　０８９-３８７５・北海道足寄郡足寄町茂喜登牛（７５９～２７８６)・もきとうし

　　０８９-３９６５・北海道足寄郡足寄町螺湾・らわん

　　０８９-３９６６・北海道足寄郡足寄町螺湾本町・らわんもとまち

　　０８９-３７３６・北海道足寄郡足寄町鷲府・わしつふﾟ

　　０８９-４３００・北海道足寄郡陸別町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０８９-４３２４・北海道足寄郡陸別町旭町・あさひまち

　　０８９-４３０１・北海道足寄郡陸別町ウエンベツ・うえんべつ

　　０８９-４３１５・北海道足寄郡陸別町大通・おおどおり

　　０８９-４３２１・北海道足寄郡陸別町恩根内・おんねない

　　０８９-４３４２・北海道足寄郡陸別町上斗満・かみとまむ

　　０８９-４３０８・北海道足寄郡陸別町上陸別・かみりくべつ

　　０８９-４３５３・北海道足寄郡陸別町川上・かわかみ

　　０８９-４３３１・北海道足寄郡陸別町川向・かわむかい

　　０８９-４３４５・北海道足寄郡陸別町北斗満・きたとまむ

　　０８９-４３１３・北海道足寄郡陸別町共栄第一・きようえいだい１

　　０８９-４３１２・北海道足寄郡陸別町共栄第二・きようえいだい２

　　０８９-４３０４・北海道足寄郡陸別町共和・きようわ

　　０８９-４３５１・北海道足寄郡陸別町勲祢別・くんねべつ

　　０８９-４２６２・北海道足寄郡陸別町薫別・くんべつ

　　０８９-４３１６・北海道足寄郡陸別町栄町・さかえまち

　　０８９-４３０７・北海道足寄郡陸別町作集・さくしゆう

　　０８９-４３３７・北海道足寄郡陸別町下斗満・しもとまむ

　　０８９-４３０３・北海道足寄郡陸別町下陸別・しもりくべつ

　　０８９-４３５５・北海道足寄郡陸別町小利別・しようとしべつ

　　０８９-４３３３・北海道足寄郡陸別町殖産・しよくさん

　　０８９-４３２２・北海道足寄郡陸別町新町一区・しんまち１く

　　０８９-４３２３・北海道足寄郡陸別町新町二区・しんまち２く

　　０８９-４３３２・北海道足寄郡陸別町関・せき

　　０８９-４３５７・北海道足寄郡陸別町利上・としかみ

　　０８９-４３４１・北海道足寄郡陸別町苫務・とまむ

　　０８９-４２６１・北海道足寄郡陸別町登良利・とらり



　　０８９-４３０５・北海道足寄郡陸別町中陸別・なかりくべつ

　　０８９-４３３５・北海道足寄郡陸別町中斗満・なかとまむ

　　０８９-４３４４・北海道足寄郡陸別町西斗満・にしとまむ

　　０８９-４３５４・北海道足寄郡陸別町日宗・につしゆう

　　０８９-４３３４・北海道足寄郡陸別町東斗満・ひがしとまむ

　　０８９-４３１４・北海道足寄郡陸別町東一条一区・ひがし１じよう１く

　　０８９-４３１１・北海道足寄郡陸別町東一条二区・ひがし１じよう２く

　　０８９-４３５２・北海道足寄郡陸別町分線・ぶんせん

　　０８９-４３４６・北海道足寄郡陸別町ポントマム・ほﾟんとまむ

　　０８９-４３２６・北海道足寄郡陸別町緑町・みどりまち

　　０８９-４３４３・北海道足寄郡陸別町南斗満・みなみとまむ

　　０８９-４３２５・北海道足寄郡陸別町元町・もとまち

　　０８９-４３０６・北海道足寄郡陸別町止若内・やむわつかない

　　０８９-４３３６・北海道足寄郡陸別町弥生・やよい

　　０８９-４３５６・北海道足寄郡陸別町林内・りんない

　　０８９-４３０２・北海道足寄郡陸別町若葉・わかはﾞ

　　０８９-５６００・北海道十勝郡浦幌町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０８９-５５５１・北海道十勝郡浦幌町愛牛・あいうじ

　　０８９-３５７６・北海道十勝郡浦幌町相川・あいかわ

　　０８９-５５４６・北海道十勝郡浦幌町朝日・あさひ

　　０８９-５８６５・北海道十勝郡浦幌町厚内（全域）・あつない(ぜんいき)

　　０８９-５６３８・北海道十勝郡浦幌町幾栄・いくえい

　　０８９-５６３８・北海道十勝郡浦幌町幾千世・いくちせ

　　０８９-５６３７・北海道十勝郡浦幌町稲穂・いなほ

　　０８９-５５５３・北海道十勝郡浦幌町打内・うつない

　　０８９-３５８６・北海道十勝郡浦幌町栄穂・えいほ

　　０８９-５８６７・北海道十勝郡浦幌町オコッペ・おこつへﾟ

　　０８９-５６３４・北海道十勝郡浦幌町帯富・おびとみ

　　０８９-３５７１・北海道十勝郡浦幌町恩根内・おんねない

　　０８９-３５７４・北海道十勝郡浦幌町活平・かつひら

　　０８９-５８６６・北海道十勝郡浦幌町上厚内・かみあつない

　　０８９-３５８５・北海道十勝郡浦幌町川上・かわかみ

　　０８９-３５７２・北海道十勝郡浦幌町川流布・かわりゆうふ

　　０８９-５６２１・北海道十勝郡浦幌町北町・きたまち

　　０８９-５５４２・北海道十勝郡浦幌町共栄・きようえい

　　０８９-３５８７・北海道十勝郡浦幌町貴老路・きろろ

　　０８９-５６１７・北海道十勝郡浦幌町光南・こうなん

　　０８９-３５７７・北海道十勝郡浦幌町合流・ごうりゆう

　　０８９-５６１１・北海道十勝郡浦幌町寿町・ことぶきちよう

　　０８９-５８６８・北海道十勝郡浦幌町昆布刈石（３)・こぶかりいし

　　０８９-５５５８・北海道十勝郡浦幌町昆布刈石（３０)・こぶかりいし

　　０８９-５６０７・北海道十勝郡浦幌町材木町・ざいもくちよう

　　０８９-５６１３・北海道十勝郡浦幌町幸町・さいわいちよう

　　０８９-５６０４・北海道十勝郡浦幌町栄町・さかえまち

　　０８９-５６１４・北海道十勝郡浦幌町桜町・さくらまち

　　０８９-５６３５・北海道十勝郡浦幌町静内・しずない

　　０８９-５６１５・北海道十勝郡浦幌町新町・しんまち

　　０８９-５６０２・北海道十勝郡浦幌町末広町・すえひろちよう

　　０８９-５６０６・北海道十勝郡浦幌町住吉町・すみよしちよう

　　０８９-５５４７・北海道十勝郡浦幌町生剛・せいごう

　　０８９-５６３１・北海道十勝郡浦幌町瀬多来・せたらい

　　０８９-５５５４・北海道十勝郡浦幌町大平・たいへい

　　０８９-５６０１・北海道十勝郡浦幌町宝町・たからまち

　　０８９-５６３６・北海道十勝郡浦幌町千歳町・ちとせちよう

　　０８９-５８６９・北海道十勝郡浦幌町チプネオコッペ・ちふﾟねおこつへﾟ

　　０８８-０１８１・北海道十勝郡浦幌町直別・ちよくべつ

　　０８９-５６３３・北海道十勝郡浦幌町常豊・つねとよ

　　０８９-５５５５・北海道十勝郡浦幌町トイトッキ・といとつき

　　０８９-５５４４・北海道十勝郡浦幌町統太・とうふと

　　０８９-５５４８・北海道十勝郡浦幌町十勝太・とかちぶと

　　０８９-５６３４・北海道十勝郡浦幌町時和・ときわ

　　０８９-５６３３・北海道十勝郡浦幌町常室・とこむろ

　　０８９-３５７３・北海道十勝郡浦幌町富川・とみかわ

　　０８９-５５５２・北海道十勝郡浦幌町豊北・とよきた

　　０８９-５６０８・北海道十勝郡浦幌町西町・にしまち

　　０８９-５５５７・北海道十勝郡浦幌町ヌタベット・ぬたべつと

　　０８９-５６１２・北海道十勝郡浦幌町東山町・ひがしやまちよう

　　０８９-５６３３・北海道十勝郡浦幌町福山・ふくやま

　　０８９-５５４３・北海道十勝郡浦幌町平和・へいわ

　　０８９-５５５６・北海道十勝郡浦幌町鼈奴・べつちやろ



　　０８９-３５７８・北海道十勝郡浦幌町宝生・ほうせい

　　０８９-５６２２・北海道十勝郡浦幌町北栄・ほくえい

　　０８９-５６０３・北海道十勝郡浦幌町本町・ほんちよう

　　０８９-５６３３・北海道十勝郡浦幌町円山・まるやま

　　０８９-５６３６・北海道十勝郡浦幌町万年・まんねん

　　０８９-３５７５・北海道十勝郡浦幌町美園・みその

　　０８９-５６０５・北海道十勝郡浦幌町緑町・みどりまち

　　０８９-５６１７・北海道十勝郡浦幌町南町・みなみまち

　　０８９-５５４５・北海道十勝郡浦幌町養老・ようろう

　　０８９-５５４１・北海道十勝郡浦幌町吉野・よしの

　　０８９-５６３２・北海道十勝郡浦幌町留真・るしん

　　０８８-０６００・北海道釧路郡釧路町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０８８-０６１６・北海道釧路郡釧路町曙・あけほﾞの

　　０８５-２２７１・北海道釧路郡釧路町跡永賀村・あとえかむら

　　０８８-２１５４・北海道釧路郡釧路町柏東・かしわひがじ

　　０８８-２１５５・北海道釧路郡釧路町柏西・かしわにじ

　　０８８-０６２６・北海道釧路郡釧路町桂・かつら

　　０８８-０６２１・北海道釧路郡釧路町桂木・かつらぎ

　　０８８-２１４３・北海道釧路郡釧路町河畔・かはん

　　０８８-０６０１・北海道釧路郡釧路町上別保原野・かみべつほﾟげんや

　　０８８-０６１２・北海道釧路郡釧路町雁来・かりき

　　０８８-０６２５・北海道釧路郡釧路町北見団地・きたみだんち

　　０８８-０６２２・北海道釧路郡釧路町木場・きはﾞ

　　０８８-０６０９・北海道釧路郡釧路町共和・きようわ

　　０８８-０６２３・北海道釧路郡釧路町光和・こうわ

　　０８８-０６１４・北海道釧路郡釧路町国誉・こくよ

　　０８５-２２７２・北海道釧路郡釧路町昆布森・こんぶもり

　　０８５-２２７３・北海道釧路郡釧路町昆布森村・こんぶもりむら

　　０８８-０６２４・北海道釧路郡釧路町新開・しんかい

　　０８８-０８３３・北海道釧路郡釧路町仙鳳趾村（老者舞）・せんほﾟうしむら(おしやまつふﾟ)

　　０８８-０８３５・北海道釧路郡釧路町仙鳳趾村（オタクパウシ）・せんほﾟうしむら(おたくはﾟうし)

　　０８８-０８３４・北海道釧路郡釧路町仙鳳趾村（汐見）・せんほﾟうしむら(しおみ)

　　０８８-０８３１・北海道釧路郡釧路町仙鳳趾村（仙鳳趾）・せんほﾟうしむら(せんほﾟうし)

　　０８８-０８３２・北海道釧路郡釧路町仙鳳趾村（知方学）・せんほﾟうしむら(ちつほﾟまない)

　　０８８-０６０８・北海道釧路郡釧路町釧望台・せんほﾞうだい

　　０８８-２１４１・北海道釧路郡釧路町達古武・たつこぶ

　　０８８-０６０６・北海道釧路郡釧路町中央・ちゆうおう

　　０８８-０６２８・北海道釧路郡釧路町東陽大通西,3・ とうようおおどおりにじ

　　０８８-０６２７・北海道釧路郡釧路町東陽西,3・ とうようにじ

　　０８８-２１４２・北海道釧路郡釧路町遠野・とおや

　　０８８-２１４５・北海道釧路郡釧路町遠矢・とおや

　　０８８-２１５６・北海道釧路郡釧路町遠矢南・とおやみなみ

　　０８８-０６０７・北海道釧路郡釧路町床丹・とこたん

　　０８８-０６１８・北海道釧路郡釧路町富原・とみはら

　　０８８-０６１１・北海道釧路郡釧路町豊美・とよみ

　　０８８-２１４４・北海道釧路郡釧路町鳥里・とりさと

　　０８８-２１４８・北海道釧路郡釧路町鳥通・とりとうじ

　　０８８-２１４７・北海道釧路郡釧路町鳥通東・とりとうしひがじ

　　０８８-２１４６・北海道釧路郡釧路町鳥通西・とりとうしにじ

　　０８８-２１５２・北海道釧路郡釧路町南陽台・なんようだい

　　０８８-０６０４・北海道釧路郡釧路町別保・べつほﾟ

　　０８８-０６０５・北海道釧路郡釧路町別保原野・べつほﾟげんや

　　０８８-０６０２・北海道釧路郡釧路町別保東・べつほﾟひがじ

　　０８８-０６０３・北海道釧路郡釧路町別保南・べつほﾟみなみ

　　０８８-０６１７・北海道釧路郡釧路町北都・ほくと

　　０８８-２１４０・北海道釧路郡釧路町細岡・ほそおか

　　０８８-２１５３・北海道釧路郡釧路町緑・みどり

　　０８８-０６１５・北海道釧路郡釧路町睦・むつみ

　　０８８-２１５１・北海道釧路郡釧路町よし野・よしの

　　０８８-０６１３・北海道釧路郡釧路町若葉・わかはﾞ

　　０８８-２１５７・北海道釧路郡釧路町わらび・わらび

　　０８８-１１００・北海道厚岸郡厚岸町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０８８-１１１３・北海道厚岸郡厚岸町愛冠・あいかつふﾟ

　　０８８-１１１２・北海道厚岸郡厚岸町有明・ありあけ

　　０８８-１１０１・北海道厚岸郡厚岸町糸魚沢・いといざわ

　　０８８-１１３１・北海道厚岸郡厚岸町太田・おおた

　　０８８-１１３３・北海道厚岸郡厚岸町太田宏陽・おおたこうよう

　　０８８-１１３２・北海道厚岸郡厚岸町太田東・おおたひがじ

　　０８８-１１３４・北海道厚岸郡厚岸町太田西・おおたにじ

　　０８８-１１３０・北海道厚岸郡厚岸町太田南・おおたみなみ



　　０８８-１１３５・北海道厚岸郡厚岸町太田北・おおたきた

　　０８８-１１４１・北海道厚岸郡厚岸町太田１の通り・おおた１のとおり

　　０８８-１１４２・北海道厚岸郡厚岸町太田２の通り・おおた２のとおり

　　０８８-１１４３・北海道厚岸郡厚岸町太田３の通り・おおた３のとおり

　　０８８-１１４４・北海道厚岸郡厚岸町太田４の通り・おおた４のとおり

　　０８８-１１４５・北海道厚岸郡厚岸町太田５の通り・おおた５のとおり

　　０８８-１１４６・北海道厚岸郡厚岸町太田６の通り・おおた６のとおり

　　０８８-１１４７・北海道厚岸郡厚岸町太田７の通り・おおた７のとおり

　　０８８-１１４８・北海道厚岸郡厚岸町太田８の通り・おおた８のとおり

　　０８８-１１４９・北海道厚岸郡厚岸町太田９の通り・おおた９のとおり

　　０８８-１１３６・北海道厚岸郡厚岸町大別・おおべつ

　　０８８-０８７６・北海道厚岸郡厚岸町沖万別・おきまんべつ

　　０８８-１１１７・北海道厚岸郡厚岸町御供・おそなえ

　　０８８-０８７３・北海道厚岸郡厚岸町乙幌・おつほﾟろ

　　０８８-０８７１・北海道厚岸郡厚岸町尾幌・おほﾞろ

　　０８８-１１３７・北海道厚岸郡厚岸町片無去・かたむさり

　　０８８-０７７１・北海道厚岸郡厚岸町上尾幌・かみおほﾞろ

　　０８８-１１０１・北海道厚岸郡厚岸町神岩・かむいわ

　　０８８-１１２９・北海道厚岸郡厚岸町光栄・こうえい

　　０８８-１１０３・北海道厚岸郡厚岸町小島・こじま

　　０８８-１１３９・北海道厚岸郡厚岸町サッテベツ・さつてべつ

　　０８８-１１４０・北海道厚岸郡厚岸町サンヌシ・さんぬじ

　　０８８-１１２５・北海道厚岸郡厚岸町白浜・しらはま

　　０８８-１１５１・北海道厚岸郡厚岸町真栄・しんえい

　　０８８-１１１９・北海道厚岸郡厚岸町住の江・すみのえ

　　０８８-１１３８・北海道厚岸郡厚岸町セタニウシ・せたにうじ

　　０８８-１１０４・北海道厚岸郡厚岸町大黒島・だいこくじま

　　０８８-１１０１・北海道厚岸郡厚岸町チライカリベツ・ちらいかりべつ

　　０８８-１１０８・北海道厚岸郡厚岸町筑紫恋・つくしこい

　　０８８-１１０６・北海道厚岸郡厚岸町東梅・とうはﾞい

　　０８８-１１０２・北海道厚岸郡厚岸町登喜岱・ときたい

　　０８８-１１０７・北海道厚岸郡厚岸町床潭・とこたん

　　０８８-０８７５・北海道厚岸郡厚岸町苫多・とまた

　　０８８-１３８９・北海道厚岸郡厚岸町トライベツ・とらいべつ

　　０８８-１１１５・北海道厚岸郡厚岸町梅香・はﾞいか

　　０８８-０８７７・北海道厚岸郡厚岸町敏内・びんない

　　０８８-１１０１・北海道厚岸郡厚岸町別寒辺牛・べかんべうじ

　　０８８-１１０１・北海道厚岸郡厚岸町ホロニタイ・ほろにたい

　　０８８-１１１１・北海道厚岸郡厚岸町奔渡・ほﾟんと

　　０８８-１１１６・北海道厚岸郡厚岸町松葉・まつはﾞ

　　０８８-１１０５・北海道厚岸郡厚岸町末広・まびろ

　　０８８-１１２８・北海道厚岸郡厚岸町港町・みなとまち

　　０８８-１１２４・北海道厚岸郡厚岸町宮園・みやぞの

　　０８８-０８７４・北海道厚岸郡厚岸町門静（４丁目５５～１１４)・もんしず

　　０８８-１１２６・北海道厚岸郡厚岸町門静（その他）・もんしず(そのた)

　　０８８-１１２０・北海道厚岸郡厚岸町山の手・やまのて

　　０８８-０８７２・北海道厚岸郡厚岸町来別・らいべつ

　　０８８-０８７８・北海道厚岸郡厚岸町ルークシュポール・るｰくしゆほﾟｰる

　　０８８-１１１８・北海道厚岸郡厚岸町若竹・わかたけ

　　０８８-１１１８・北海道厚岸郡厚岸町若竹町・わかたけちよう

　　０８８-１１０１・北海道厚岸郡厚岸町若松・わかまつ

　　０８８-１１１４・北海道厚岸郡厚岸町湾月・わんげつ

　　０８８-１５００・北海道厚岸郡浜中町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０８８-１４０６・北海道厚岸郡浜中町赤泊・あかどまり

　　０８８-１４０３・北海道厚岸郡浜中町アザラップ・あざらつふﾟ

　　０８８-１６４６・北海道厚岸郡浜中町姉別（丁目）・あねべつ

　　０８８-１６４１・北海道厚岸郡浜中町姉別基線・あねべつきせん

　　０８８-１６４８・北海道厚岸郡浜中町姉別北・あねべつきた

　　０８８-１６４７・北海道厚岸郡浜中町姉別南・あねべつみなみ

　　０８８-１６４９・北海道厚岸郡浜中町姉別緑栄・あねべつりよくえい

　　０８８-１３０１・北海道厚岸郡浜中町一番沢・いちはﾞんさわ

　　０８８-１４０６・北海道厚岸郡浜中町羨古丹・うらやこたん

　　０８８-１６４４・北海道厚岸郡浜中町恵茶人・えさしと

　　０８８-１３７１・北海道厚岸郡浜中町円朱別西・えんしゆべつにじ

　　０８８-１４０８・北海道厚岸郡浜中町大津屋沢・おおつやざわ

　　０８８-１５６１・北海道厚岸郡浜中町霧多布湿原・きりたつふﾟしつげん

　　０８８-１５５１・北海道厚岸郡浜中町霧多布西一条・きりたつふﾟにし１じよう

　　０８８-１５５２・北海道厚岸郡浜中町霧多布西二条・きりたつふﾟにし２じよう

　　０８８-１５５３・北海道厚岸郡浜中町霧多布西三条・きりたつふﾟにし３じよう

　　０８８-１５５４・北海道厚岸郡浜中町霧多布西四条・きりたつふﾟにし４じよう



　　０８８-１５１１・北海道厚岸郡浜中町霧多布東一条・きりたつふﾟひがし１じよう

　　０８８-１５１２・北海道厚岸郡浜中町霧多布東二条・きりたつふﾟひがし２じよう

　　０８８-１５１３・北海道厚岸郡浜中町霧多布東三条・きりたつふﾟひがし３じよう

　　０８８-１５１４・北海道厚岸郡浜中町霧多布東四条・きりたつふﾟひがし４じよう

　　０８８-１４８６・北海道厚岸郡浜中町熊牛・くまうじ

　　０８６-００８１・北海道厚岸郡浜中町厚陽・こうよう

　　０８８-１４０１・北海道厚岸郡浜中町榊町・さかきまち

　　０８８-１４０７・北海道厚岸郡浜中町榊町西・さかきまちにじ

　　０８８-１３０３・北海道厚岸郡浜中町三番沢・さんはﾞんさわ

　　０８８-１４０２・北海道厚岸郡浜中町後静・しりしず

　　０８８-１４１２・北海道厚岸郡浜中町後静村（熊牛原野）・しりしずむら(くまうしげんや)

　　０８８-１５２６・北海道厚岸郡浜中町新川・しんかわ

　　０８８-１５２８・北海道厚岸郡浜中町新川西・しんかわにじ

　　０８８-１５２７・北海道厚岸郡浜中町新川東・しんかわひがじ

　　０８８-１６４５・北海道厚岸郡浜中町仙鳳趾・せんほﾟうじ

　　０８８-１３６７・北海道厚岸郡浜中町茶内旭・ちやないあさひ

　　０８８-１３６８・北海道厚岸郡浜中町茶内基線・ちやないきせん

　　０８８-１３６６・北海道厚岸郡浜中町茶内橋北西・ちやないきようほくにじ

　　０８８-１３６５・北海道厚岸郡浜中町茶内橋北東・ちやないきようほくひがじ

　　０８８-１３６３・北海道厚岸郡浜中町茶内栄・ちやないさかえ

　　０８８-１３６９・北海道厚岸郡浜中町茶内西・ちやないにじ

　　０８８-１３６８・北海道厚岸郡浜中町茶内東１線・ちやないひがし１せん

　　０８８-１３６８・北海道厚岸郡浜中町茶内東２線・ちやないひがし２せん

　　０８８-１４８７・北海道厚岸郡浜中町茶内東３線・ちやないひがし３せん

　　０８８-１４８７・北海道厚岸郡浜中町茶内東４線・ちやないひがし４せん

　　０８８-１４８７・北海道厚岸郡浜中町茶内東５線・ちやないひがし５せん

　　０８８-１４８７・北海道厚岸郡浜中町茶内東６線・ちやないひがし６せん

　　０８８-１３６１・北海道厚岸郡浜中町茶内緑・ちやないみどり

　　０８８-１３６２・北海道厚岸郡浜中町茶内本町・ちやないもとまち

　　０８８-１３６４・北海道厚岸郡浜中町茶内若葉・ちやないわかはﾞ

　　０８８-１３６０・北海道厚岸郡浜中町散布村（北の沢）・ちりつふﾟむら(きたのさわ)

　　０８８-１５２２・北海道厚岸郡浜中町湯沸・とうふつ

　　０８８-１５７１・北海道厚岸郡浜中町道有林・どうゆうりん

　　０８８-１５３１・北海道厚岸郡浜中町仲の浜・なかのはま

　　０８８-１３７０・北海道厚岸郡浜中町西円朱別西・にしえんしゆべつにじ

　　０８８-１３０２・北海道厚岸郡浜中町二番沢・にはﾞんさわ

　　０８８-１４０９・北海道厚岸郡浜中町走古潭・はしりこたん

　　０８８-１４８５・北海道厚岸郡浜中町浜中・はまなか

　　０８８-１５３６・北海道厚岸郡浜中町火散布・ひちりつふﾟ

　　０８８-１５３２・北海道厚岸郡浜中町琵琶瀬・びわせ

　　０８８-１５２５・北海道厚岸郡浜中町暮帰別西・ほﾞきべつにじ

　　０８８-１５２４・北海道厚岸郡浜中町暮帰別東・ほﾞきべつひがじ

　　０８８-１４０３・北海道厚岸郡浜中町幌戸・ほﾟろと

　　０８８-１４０５・北海道厚岸郡浜中町奔幌戸・ほﾟんほﾟろと

　　０８８-１５３７・北海道厚岸郡浜中町丸山散布・まるやまちりつふﾟ

　　０８８-１４０４・北海道厚岸郡浜中町ムギカラシナイ・むぎからしない

　　０８８-１６４３・北海道厚岸郡浜中町貰人・もうらいと

　　０８８-１５３８・北海道厚岸郡浜中町藻散布・もちりつふﾟ

　　０８８-１５３５・北海道厚岸郡浜中町養老散布・ようろうちりつふﾟ

　　０８８-１４０２・北海道厚岸郡浜中町横浜・よこはま

　　０８８-１３０４・北海道厚岸郡浜中町四番沢・よはﾞんさわ

　　０８８-１３０６・北海道厚岸郡浜中町六番沢・ろくはﾞんさわ

　　０８８-１５３４・北海道厚岸郡浜中町渡散布・わたりちりつふﾟ

　　０８８-２３００・北海道川上郡標茶町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０８８-２３０１・北海道川上郡標茶町旭・あさひ

　　０８８-２３０５・北海道川上郡標茶町麻生・あざぶ

　　０８８-２２７１・北海道川上郡標茶町阿歴内・あれきない

　　０８８-２２７２・北海道川上郡標茶町阿歴内原野・あれきないげんや

　　０８８-３１５７・北海道川上郡標茶町磯分内憩・いそぶんないこい

　　０８８-３１４９・北海道川上郡標茶町磯分内乙西・いそぶんないおつにじ

　　０８８-３１５１・北海道川上郡標茶町磯分内上・いそぶんないかみ

　　０８８-３１５２・北海道川上郡標茶町磯分内協盛・いそぶんないきようせい

　　０８８-３１５３・北海道川上郡標茶町磯分内小林・いそぶんないこはﾞやじ

　　０８８-３１４７・北海道川上郡標茶町磯分内市街・いそぶんないしがい

　　０８８-３１４６・北海道川上郡標茶町磯分内下・いそぶんないしも

　　０８８-３１４３・北海道川上郡標茶町磯分内美幌・いそぶんないびほろ

　　０８８-３１５５・北海道川上郡標茶町磯分内平泉・いそぶんないひらいずみ

　　０８８-３１４８・北海道川上郡標茶町磯分内福島・いそぶんないふくしま

　　０８８-３１５６・北海道川上郡標茶町磯分内平和・いそぶんないへいわ

　　０８８-２２６２・北海道川上郡標茶町ウライヤ・うらいや



　　０８８-２３３１・北海道川上郡標茶町オソツベツ・おそつべつ

　　０８８-２３１１・北海道川上郡標茶町開運・かいうん

　　０８８-３１４２・北海道川上郡標茶町上磯分内・かみいそぶんない

　　０８８-２３３３・北海道川上郡標茶町上オソツベツ・かみおそつべつ

　　０８８-２３３９・北海道川上郡標茶町上多和・かみたわ

　　０８８-２３２１・北海道川上郡標茶町上チャンベツ・かみちやんべつ

　　０８８-２２６６・北海道川上郡標茶町茅沼・かやぬま

　　０８８-２３１２・北海道川上郡標茶町川上・かわかみ

　　０８８-２２７５・北海道川上郡標茶町北片無去・きたかたむさり

　　０８８-２３３７・北海道川上郡標茶町北標茶・きたしべちや

　　０８８-２３８０・北海道川上郡標茶町クチョロ原野・くちよろげんや

　　０８８-３１４５・北海道川上郡標茶町熊牛原野・くまうしげんや

　　０８８-２３３４・北海道川上郡標茶町厚生・こうせい

　　０８８-２３３５・北海道川上郡標茶町五十石・ごじゆうこく

　　０８８-２３８８・北海道川上郡標茶町コッタロ・こつたろ

　　０８８-２２６６・北海道川上郡標茶町コツタロ原野・こつたろげんや

　　０８８-３１５４・北海道川上郡標茶町栄（１４５、１６９)・さかえ

　　０８８-２３３７・北海道川上郡標茶町栄（その他）・さかえ(そのた)

　　０８８-２３０３・北海道川上郡標茶町桜・さくら

　　０８８-２３１４・北海道川上郡標茶町標茶・しべちや

　　０８８-２３３１・北海道川上郡標茶町下オソツベツ・しもおそつべつ

　　０８８-２３２３・北海道川上郡標茶町下チャンベツ・しもちやんべつ

　　０８８-２２６５・北海道川上郡標茶町シラルトロ・しらるとろ

　　０８８-２２７３・北海道川上郡標茶町西和・せいわ

　　０８８-３１４１・北海道川上郡標茶町多和（１２０)・たわ(１２０)

　　０８８-２３３９・北海道川上郡標茶町多和（その他）・たわ(そのた)

　　０８８-２２６５・北海道川上郡標茶町塘路（３２)・とうろ(３２)

　　０８８-２２６１・北海道川上郡標茶町塘路（その他）・とうろ(そのた)

　　０８８-２２６４・北海道川上郡標茶町塘路原野・とうろげんや

　　０８８-２３１３・北海道川上郡標茶町常盤・ときわ

　　０８８-２３３２・北海道川上郡標茶町中オソツベツ・なかおそつべつ

　　０８８-２３８２・北海道川上郡標茶町中久著呂・なかくちよろ

　　０８８-２３８１・北海道川上郡標茶町中久著呂市街・なかくちよろしがい

　　０８８-３１４４・北海道川上郡標茶町中多和・なかたわ

　　０８８-２３２２・北海道川上郡標茶町中チャンベツ・なかちやんべつ

　　０８８-２４６２・北海道川上郡標茶町虹別・にじべつ

　　０８８-２４６３・北海道川上郡標茶町虹別（上虹）・にじべつ(かみにじ)

　　０８８-２４６４・北海道川上郡標茶町虹別（中虹）・にじべつ(なかにじ)

　　０８８-２４６５・北海道川上郡標茶町虹別（萩野）・にじべつ(はぎの)

　　０８８-２４６１・北海道川上郡標茶町虹別市街・にじべつしがい

　　０８８-２３８９・北海道川上郡標茶町ヌマオロ原野・ぬまおろげんや

　　０８８-２２６３・北海道川上郡標茶町沼ノ上・ぬまのかみ

　　０８８-２２７４・北海道川上郡標茶町東阿歴内・ひがしあれきない

　　０８８-２３０２・北海道川上郡標茶町富士・ふじ

　　０８８-２３０４・北海道川上郡標茶町平和・へいわ

　　０８８-２３３８・北海道川上郡標茶町南標茶・みなみしべちや

　　０８８-２３２４・北海道川上郡標茶町雷別・らいべつ

　　０８８-２３３６・北海道川上郡標茶町ルルラン・るるらん

　　０８８-３２００・北海道川上郡弟子屈町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０８８-３２０４・北海道川上郡弟子屈町朝日・あさひ

　　０８８-３４６３・北海道川上郡弟子屈町アトサヌプリ原野・あとさぬふﾟりげんや

　　０８８-３４６１・北海道川上郡弟子屈町跡佐登・あとさのほﾞり

　　０８８-３４６１・北海道川上郡弟子屈町跡佐登原野・あとさのほﾞりげんや

　　０８８-３３５１・北海道川上郡弟子屈町池の湯・いけのゆ

　　０８８-３２１２・北海道川上郡弟子屈町泉・いずみ

　　０８８-３２２６・北海道川上郡弟子屈町奥オソベツ・おくおそべつ

　　０８８-３２２８・北海道川上郡弟子屈町奥春別・おくしゆんべつ

　　０８８-３２２７・北海道川上郡弟子屈町重内・おもない

　　０８８-３４６２・北海道川上郡弟子屈町川湯駅前・かわゆえきまえ

　　０８８-３４６５・北海道川上郡弟子屈町川湯温泉・かわゆおんせん

　　０８８-３３４１・北海道川上郡弟子屈町屈斜路・くつしやろ

　　０８８-３３４１・北海道川上郡弟子屈町屈斜路原野・くつしやろげんや

　　０８８-３３５１・北海道川上郡弟子屈町屈斜路市街地・くつしやろしがいち

　　０８８-３２１４・北海道川上郡弟子屈町高栄・こうえい

　　０８８-３３５１・北海道川上郡弟子屈町古丹・こたん

　　０８８-３２１３・北海道川上郡弟子屈町桜丘・さくらおか

　　０８８-３３３２・北海道川上郡弟子屈町札友内・さつともない

　　０８８-３３３２・北海道川上郡弟子屈町札友内原野・さつともないげんや

　　０８８-３４６４・北海道川上郡弟子屈町サワンチサップ・さわんちさつふﾟ

　　０８８-３２０２・北海道川上郡弟子屈町鈴蘭・すずらん



　　０８８-３３５１・北海道川上郡弟子屈町砂湯・すなゆ

　　０８８-３２１１・北海道川上郡弟子屈町中央・ちゆうおう

　　０８８-３２２２・北海道川上郡弟子屈町弟子屈原野・てしかがげんや

　　０８８-３２２１・北海道川上郡弟子屈町鐺別・とうべつ

　　０８８-３２２１・北海道川上郡弟子屈町鐺別原野・とうべつげんや

　　０８８-３２２３・北海道川上郡弟子屈町仁多・にた

　　０８８-３３３１・北海道川上郡弟子屈町美留和・びるわ

　　０８８-３３３１・北海道川上郡弟子屈町美留和原野・びるわげんや

　　０８８-３２２４・北海道川上郡弟子屈町平和・へいわ

　　０８８-３２０１・北海道川上郡弟子屈町摩周・ましゆう

　　０８８-３２１５・北海道川上郡弟子屈町美里・みさと

　　０８８-３２７１・北海道川上郡弟子屈町南弟子屈・みなみてしかが

　　０８８-３２２５・北海道川上郡弟子屈町最栄利別・もえりべつ

　　０８８-３２０３・北海道川上郡弟子屈町湯の島・ゆのしま

　　０８５-１２００・北海道阿寒郡鶴居村・・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０８５-１１４６・北海道阿寒郡鶴居村アトコシヤラカ・ あとこしやらか

　　０８５-１１４５・北海道阿寒郡鶴居村温根内・ おんねない

　　０８５-１１３２・北海道阿寒郡鶴居村上幌呂・ かみほろろ

　　０８５-１２１２・北海道阿寒郡鶴居村支雪裡・ しせつり

　　０８５-１１３３・北海道阿寒郡鶴居村支幌呂・ しほろろ

　　０８５-１２６２・北海道阿寒郡鶴居村下久著呂・ しもくちよろ

　　０８５-１２１１・北海道阿寒郡鶴居村下雪裡・ しもせつり

　　０８５-１１４４・北海道阿寒郡鶴居村下幌呂・ しもほろろ

　　０８５-１１３１・北海道阿寒郡鶴居村新幌呂・ しんほろろ

　　０８５-１２０６・"北海道阿寒郡鶴居村, 鶴居東"・つるいひがじ

　　０８５-１２０３・"北海道阿寒郡鶴居村, 鶴居西"・つるいにじ

　　０８５-１２０４・北海道阿寒郡鶴居村鶴居南・ つるいみなみ

　　０８５-１２０１・北海道阿寒郡鶴居村鶴居北・ つるいきた

　　０８５-１２６１・北海道阿寒郡鶴居村中久著呂・ なかくちよろ

　　０８５-１２０７・北海道阿寒郡鶴居村中雪裡（東）・ なかせつり(ひがし)

　　０８５-１２０２・北海道阿寒郡鶴居村中雪裡（西）・ なかせつり(にし)

　　０８５-１２０５・北海道阿寒郡鶴居村中雪裡（南）・ なかせつり(みなみ)

　　０８５-１１４３・北海道阿寒郡鶴居村中幌呂・ なかほろろ

　　０８５-１１４７・北海道阿寒郡鶴居村幌呂・ ほろろ

　　０８５-１１４２・"北海道阿寒郡鶴居村, 幌呂東"・ほろろひがじ

　　０８５-１１４１・"北海道阿寒郡鶴居村, 幌呂西"・ほろろにじ

　　０８５-１２１３・北海道阿寒郡鶴居村茂雪裡・ もせつり

　　０８５-１１３４・北海道阿寒郡鶴居村茂幌呂・ もほろろ

　　０８８-０３００・北海道白糠郡白糠町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０８８-０５８５・北海道白糠郡白糠町暁・あかつき

　　０８８-０３５３・北海道白糠郡白糠町大沢・おおさわ

　　０８８-０３４１・北海道白糠郡白糠町大苗・おおなえ

　　０８８-０３５３・北海道白糠郡白糠町大平・おおひら

　　０８８-０５６１・北海道白糠郡白糠町大楽毛・おたのしけ

　　０８８-０３４２・北海道白糠郡白糠町御札部・おさつへﾟ

　　０８８-０３４２・北海道白糠郡白糠町御仁田・おにた

　　０８８-０５８３・北海道白糠郡白糠町上庶路・かみしよろ

　　０８８-０３４３・北海道白糠郡白糠町上茶路・かみちやろ

　　０８８-０３５２・北海道白糠郡白糠町川島・かわしま

　　０８８-０３５３・北海道白糠郡白糠町河原・かわはら

　　０８８-０３４２・北海道白糠郡白糠町川西・かわにじ

　　０８８-０３５１・北海道白糠郡白糠町橋西・きようせい

　　０８８-０３５３・北海道白糠郡白糠町恋隠・こいかくじ

　　０８８-０５６２・北海道白糠郡白糠町コイトイ・こいとい

　　０８８-０５６２・北海道白糠郡白糠町恋問・こいとい

　　０８８-０５６９・北海道白糠郡白糠町工業団地・こうぎようだんち

　　０８８-０３５１・北海道白糠郡白糠町坂の丘・さかのおか

　　０８８-０３０５・北海道白糠郡白糠町刺牛・さしうじ

　　０８８-０３４１・北海道白糠郡白糠町下茶路・しもちやろ

　　０８８-０３５１・北海道白糠郡白糠町下和天別・しもわてんべつ

　　０８８-０５６７・北海道白糠郡白糠町庶路・しよろ

　　０８８-０５６６・北海道白糠郡白糠町庶路（宮下）・しよろ(みやした)

　　０８８-０５６４・北海道白糠郡白糠町庶路（１区）・しよろ(１く)

　　０８８-０５６５・北海道白糠郡白糠町庶路（２区）・しよろ(２く)

　　０８８-０５６３・北海道白糠郡白糠町庶路甲区・しよろこうく

　　０８８-０５６８・北海道白糠郡白糠町庶路乙区・しよろおつく

　　０８８-０５８６・北海道白糠郡白糠町庶路東・しよろひがじ

　　０８８-０５８７・北海道白糠郡白糠町庶路西・しよろにじ

　　０８８-０５６０・北海道白糠郡白糠町庶路宮下・しよろみやした

　　０８８-０３４３・北海道白糠郡白糠町新縫別・しんぬいべつ



　　０８８-０３４１・北海道白糠郡白糠町相互・そうご

　　０８８-０３５２・北海道白糠郡白糠町大秋・たいしゆう

　　０８８-０３４２・北海道白糠郡白糠町高台・たかだい

　　０８８-０３４２・北海道白糠郡白糠町鍛高・たんたか

　　０８８-０５８１・北海道白糠郡白糠町乳呑・ちのみ

　　０８８-０３４２・北海道白糠郡白糠町茶路（共栄）・ちやろ(きようえい)

　　０８８-０５８４・北海道白糠郡白糠町泊別・とまりべつ

　　０８８-０５８２・北海道白糠郡白糠町中庶路・なかしよろ

　　０８８-０３４２・北海道白糠郡白糠町中茶路・なかちやろ

　　０８８-０３５３・北海道白糠郡白糠町中和天別・なかわてんべつ

　　０８８-０５７２・北海道白糠郡白糠町西庶路西一条南・にししよろにし１じようみなみ

　　０８８-０５７１・北海道白糠郡白糠町西庶路西一条北・にししよろにし１じようきた

　　０８８-０５７２・北海道白糠郡白糠町西庶路西二条南・にししよろにし２じようみなみ

　　０８８-０５７１・北海道白糠郡白糠町西庶路西二条北・にししよろにし２じようきた

　　０８８-０５７２・北海道白糠郡白糠町西庶路西三条南・にししよろにし３じようみなみ

　　０８８-０５７１・北海道白糠郡白糠町西庶路西三条北・にししよろにし３じようきた

　　０８８-０５７２・北海道白糠郡白糠町西庶路西四条南・にししよろにし４じようみなみ

　　０８８-０５７２・北海道白糠郡白糠町西庶路西五条南・にししよろにし５じようみなみ

　　０８８-０５７４・北海道白糠郡白糠町西庶路東一条南・にししよろひがし１じようみなみ

　　０８８-０５７３・北海道白糠郡白糠町西庶路東一条北・にししよろひがし１じようきた

　　０８８-０５７４・北海道白糠郡白糠町西庶路東二条南・にししよろひがし２じようみなみ

　　０８８-０５７３・北海道白糠郡白糠町西庶路東二条北・にししよろひがし２じようきた

　　０８８-０５７４・北海道白糠郡白糠町西庶路東三条南・にししよろひがし３じようみなみ

　　０８８-０５７３・北海道白糠郡白糠町西庶路東三条北・にししよろひがし３じようきた

　　０８８-０５７５・北海道白糠郡白糠町西庶路学園通・にししよろがくえんどおり

　　０８８-０３４１・北海道白糠郡白糠町西茶路・にしちやろ

　　０８８-０３１１・北海道白糠郡白糠町西一条南・にし１じようみなみ

　　０８８-０３２１・北海道白糠郡白糠町西一条北・にし１じようきた

　　０８８-０３１２・北海道白糠郡白糠町西二条南・にし２じようみなみ

　　０８８-０３２２・北海道白糠郡白糠町西二条北・にし２じようきた

　　０８８-０３２５・北海道白糠郡白糠町西三条北・にし３じようきた

　　０８８-０３２３・北海道白糠郡白糠町西四条北・にし４じようきた

　　０８８-０３２４・北海道白糠郡白糠町西五条北・にし５じようきた

　　０８８-０３２６・北海道白糠郡白糠町西六条北・にし６じようきた

　　０８８-０３４３・北海道白糠郡白糠町縫別・ぬいべつ

　　０８８-０３５２・北海道白糠郡白糠町馬主来・はﾟしくる

　　０８８-０３４１・北海道白糠郡白糠町東茶路・ひがしちやろ

　　０８８-０３０１・北海道白糠郡白糠町東一条南・ひがし１じようみなみ

　　０８８-０３３１・北海道白糠郡白糠町東一条北・ひがし１じようきた

　　０８８-０３０２・北海道白糠郡白糠町東二条南・ひがし２じようみなみ

　　０８８-０３３２・北海道白糠郡白糠町東二条北・ひがし２じようきた

　　０８８-０３０３・北海道白糠郡白糠町東三条南・ひがし３じようみなみ

　　０８８-０３３３・北海道白糠郡白糠町東三条北・ひがし３じようきた

　　０８８-０３４４・北海道白糠郡白糠町左股・ひだりまた

　　０８８-０３４４・北海道白糠郡白糠町二股・ふたまた

　　０８８-０３５３・北海道白糠郡白糠町本郷・ほんごう

　　０８８-０３４２・北海道白糠郡白糠町松川・まつかわ

　　０８８-０３４４・北海道白糠郡白糠町右股・みぎまた

　　０８８-０３０４・北海道白糠郡白糠町岬・みさき

　　０８８-０３５２・北海道白糠郡白糠町緑・みどり

　　０８８-０３４３・北海道白糠郡白糠町南大曲・みなみおおまがり

　　０８８-０３４３・北海道白糠郡白糠町南上茶路・みなみかみちやろ

　　０８８-０３５１・北海道白糠郡白糠町和天別・わてんべつ

　　０８６-０２００・北海道野付郡別海町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０８８-２５７８・北海道野付郡別海町泉川・いずみかわ

　　０８６-０２１３・北海道野付郡別海町奥行・おくゆき

　　０８６-１６４１・北海道野付郡別海町尾岱沼・おだいとう

　　０８６-１６４４・北海道野付郡別海町尾岱沼潮見町・おだいとうしおみちよう

　　０８６-１６４２・北海道野付郡別海町尾岱沼岬町・おだいとうみさきちよう

　　０８６-１６４３・北海道野付郡別海町尾岱沼港町・おだいとうみなとちよう

　　０８８-２７２５・北海道野付郡別海町上春別・かみしゆんべつ

　　０８８-２７２２・北海道野付郡別海町上春別旭町・かみしゆんべつあさひちよう

　　０８８-２７２４・北海道野付郡別海町上春別栄町・かみしゆんべつさかえちよう

　　０８８-２７２１・北海道野付郡別海町上春別緑町・かみしゆんべつみどりちよう

　　０８８-２７２３・北海道野付郡別海町上春別南町・かみしゆんべつみなみちよう

　　０８６-０１３１・北海道野付郡別海町上風連・かみふうれん

　　０８８-２６０１・北海道野付郡別海町大成・たいせい

　　０８６-０６５５・北海道野付郡別海町床丹（１)・とこたん(いち)

　　０８６-０５２１・北海道野付郡別海町床丹（その他）・とこたん(そのた)

　　０８６-０６５７・北海道野付郡別海町豊原・とよはら



　　０８６-０６５４・北海道野付郡別海町中春別・なかしゆんべつ

　　０８６-０６５３・北海道野付郡別海町中春別西町・なかしゆんべつにしちよう

　　０８６-０６５１・北海道野付郡別海町中春別東町・なかしゆんべつひがしちよう

　　０８６-０６５２・北海道野付郡別海町中春別南町・なかしゆんべつみなみちよう

　　０８６-０３４５・北海道野付郡別海町中西別・なかにしべつ

　　０８６-０３４２・北海道野付郡別海町中西別朝日町・なかにしべつあさひちよう

　　０８６-０３４３・北海道野付郡別海町中西別光町・なかにしべつひかりちよう

　　０８６-０３４４・北海道野付郡別海町中西別本町・なかにしべつほんちよう

　　０８６-０３４１・北海道野付郡別海町中西別緑町・なかにしべつみどりちよう

　　０８８-２５７６・北海道野付郡別海町西春別・にししゆんべつ

　　０８８-２５６６・北海道野付郡別海町西春別駅前曙町・にししゆんべつえきまえあけほﾞのちよう

　　０８８-２５６１・北海道野付郡別海町西春別駅前柏町・にししゆんべつえきまえかしわちよう

　　０８８-２５６５・北海道野付郡別海町西春別駅前寿町・にししゆんべつえきまえことぶきちよう

　　０８８-２５６２・北海道野付郡別海町西春別駅前栄町・にししゆんべつえきまえさかえちよう

　　０８８-２５６３・北海道野付郡別海町西春別駅前錦町・にししゆんべつえきまえにしきちよう

　　０８８-２５６４・北海道野付郡別海町西春別駅前西町・にししゆんべつえきまえにしちよう

　　０８８-２５７２・北海道野付郡別海町西春別清川町・にししゆんべつきよかわちよう

　　０８８-２５７１・北海道野付郡別海町西春別幸町・にししゆんべつさいわいちよう

　　０８８-２５７４・北海道野付郡別海町西春別昭栄町・にししゆんべつしようえいちよう

　　０８８-２５７３・北海道野付郡別海町西春別本久町・にししゆんべつほんきゆうちよう

　　０８８-２５７５・北海道野付郡別海町西春別宮園町・にししゆんべつみやぞのちよう

　　０８６-１６４５・北海道野付郡別海町野付・のつけ

　　０８６-０５２３・北海道野付郡別海町走古丹・はしりこたん

　　０８６-０２１６・北海道野付郡別海町別海・べつかい

　　０８６-０２０２・北海道野付郡別海町別海旭町・べつかいあさひちよう

　　０８６-０２１５・北海道野付郡別海町別海川上町・べつかいかわかみちよう

　　０８６-０２１１・北海道野付郡別海町別海寿町・べつかいことぶきちよう

　　０８６-０２０４・北海道野付郡別海町別海新栄町・べつかいしんえいちよう

　　０８６-０２１２・北海道野付郡別海町別海鶴舞町・べつかいつるまいちよう

　　０８６-０２０５・北海道野付郡別海町別海常盤町・べつかいときわちよう

　　０８６-０２０３・北海道野付郡別海町別海西本町・べつかいにしほんちよう

　　０８６-０２１４・北海道野付郡別海町別海緑町・べつかいみどりちよう

　　０８６-０２０１・北海道野付郡別海町別海宮舞町・べつかいみやまいちよう

　　０８８-２６０２・北海道野付郡別海町本別・ほんべつ

　　０８６-０５２２・北海道野付郡別海町本別海・ほんべつかい

　　０８６-０６５６・北海道野付郡別海町美原・みはら

　　０８８-２５７７・北海道野付郡別海町矢臼別（４０の１)・やうすべつ

　　０８８-２５７７・北海道野付郡別海町矢臼別（４１の２)・やうすべつ

　　０８６-０３４６・北海道野付郡別海町矢臼別（その他）・やうすべつ(そのた)

　　０８６-１１００・北海道標津郡中標津町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０８６-１１５９・北海道標津郡中標津町青葉台・あおはﾞだい

　　０８６-１１３５・北海道標津郡中標津町旭ケ丘・あさひがおか

　　０８６-１１４２・北海道標津郡中標津町大通南・おおどおりみなみ

　　０８６-１１４１・北海道標津郡中標津町大通北・おおどおりきた

　　０８６-１２７２・北海道標津郡中標津町開陽・かいよう

　　０８８-２６８３・北海道標津郡中標津町上標津・かみしべつ

　　０８６-１１５１・北海道標津郡中標津町川西・かわにじ

　　０８６-１１４５・北海道標津郡中標津町北中・きたなか

　　０８６-１１５２・北海道標津郡中標津町北町・きたまち

　　０８６-１１４７・北海道標津郡中標津町共立・きようりつ

　　０８６-１１３６・北海道標津郡中標津町協和・きようわ

　　０８８-２６８２・北海道標津郡中標津町計根別・けねべつ

　　０８６-１１５３・北海道標津郡中標津町桜ケ丘・さくらがおか

　　０８６-１１３７・北海道標津郡中標津町俵橋・たわらはﾞじ

　　０８８-２６８１・北海道標津郡中標津町当幌・とうほろ

　　０８６-１１４３・北海道標津郡中標津町当幌本通・とうほろほんどおり

　　０８６-１１３９・北海道標津郡中標津町豊岡・とよおか

　　０８６-１１５６・北海道標津郡中標津町並美ケ丘・ならびがおか

　　０８８-２６８５・北海道標津郡中標津町西竹・にしたけ

　　０８６-１１５７・北海道標津郡中標津町西町・にしまち

　　０８６-１１０１・北海道標津郡中標津町西１条南・にし１じようみなみ

　　０８６-１１２１・北海道標津郡中標津町西１条北・にし１じようきた

　　０８６-１１０２・北海道標津郡中標津町西２条南・にし２じようみなみ

　　０８６-１１２２・北海道標津郡中標津町西２条北・にし２じようきた

　　０８６-１１０３・北海道標津郡中標津町西３条南・にし３じようみなみ

　　０８６-１１２３・北海道標津郡中標津町西３条北・にし３じようきた

　　０８６-１１０４・北海道標津郡中標津町西４条南・にし４じようみなみ

　　０８６-１１２４・北海道標津郡中標津町西４条北・にし４じようきた

　　０８６-１１０５・北海道標津郡中標津町西５条南・にし５じようみなみ

　　０８６-１１２５・北海道標津郡中標津町西５条北・にし５じようきた



　　０８６-１１０６・北海道標津郡中標津町西６条南・にし６じようみなみ

　　０８６-１１２６・北海道標津郡中標津町西６条北・にし６じようきた

　　０８６-１１０７・北海道標津郡中標津町西７条南・にし７じようみなみ

　　０８６-１１２７・北海道標津郡中標津町西７条北・にし７じようきた

　　０８６-１１０８・北海道標津郡中標津町西８条南・にし８じようみなみ

　　０８６-１１２８・北海道標津郡中標津町西８条北・にし８じようきた

　　０８６-１１０９・北海道標津郡中標津町西９条南・にし９じようみなみ

　　０８６-１１２９・北海道標津郡中標津町西９条北・にし９じようきた

　　０８６-１１１０・北海道標津郡中標津町西１０条南・にし１０じようみなみ

　　０８６-１１３０・北海道標津郡中標津町西１０条北・にし１０じようきた

　　０８６-１１１１・北海道標津郡中標津町西１１条南・にし１１じようみなみ

　　０８６-１１３１・北海道標津郡中標津町西１１条北・にし１１じようきた

　　０８６-１１１２・北海道標津郡中標津町西１２条南・にし１２じようみなみ

　　０８６-１１３２・北海道標津郡中標津町西１２条北・にし１２じようきた

　　０８６-１１３３・北海道標津郡中標津町西１３条北・にし１３じようきた

　　０８６-１１３４・北海道標津郡中標津町西１４条北・にし１４じようきた

　　０８６-１００１・北海道標津郡中標津町東１条南・ひがし１じようみなみ

　　０８６-１０４１・北海道標津郡中標津町東１条北・ひがし１じようきた

　　０８６-１００２・北海道標津郡中標津町東２条南・ひがし２じようみなみ

　　０８６-１０４２・北海道標津郡中標津町東２条北・ひがし２じようきた

　　０８６-１００３・北海道標津郡中標津町東３条南・ひがし３じようみなみ

　　０８６-１０４３・北海道標津郡中標津町東３条北・ひがし３じようきた

　　０８６-１００４・北海道標津郡中標津町東４条南・ひがし４じようみなみ

　　０８６-１０４４・北海道標津郡中標津町東４条北・ひがし４じようきた

　　０８６-１００５・北海道標津郡中標津町東５条南・ひがし５じようみなみ

　　０８６-１０４５・北海道標津郡中標津町東５条北・ひがし５じようきた

　　０８６-１００６・北海道標津郡中標津町東６条南・ひがし６じようみなみ

　　０８６-１０４６・北海道標津郡中標津町東６条北・ひがし６じようきた

　　０８６-１００７・北海道標津郡中標津町東７条南・ひがし７じようみなみ

　　０８６-１０４７・北海道標津郡中標津町東７条北・ひがし７じようきた

　　０８６-１００８・北海道標津郡中標津町東８条南・ひがし８じようみなみ

　　０８６-１０４８・北海道標津郡中標津町東８条北・ひがし８じようきた

　　０８６-１００９・北海道標津郡中標津町東９条南・ひがし９じようみなみ

　　０８６-１０４９・北海道標津郡中標津町東９条北・ひがし９じようきた

　　０８６-１０１０・北海道標津郡中標津町東１０条南・ひがし１０じようみなみ

　　０８６-１０５０・北海道標津郡中標津町東１０条北・ひがし１０じようきた

　　０８６-１０１１・北海道標津郡中標津町東１１条南・ひがし１１じようみなみ

　　０８６-１０５１・北海道標津郡中標津町東１１条北・ひがし１１じようきた

　　０８６-１０１２・北海道標津郡中標津町東１２条南・ひがし１２じようみなみ

　　０８６-１０５２・北海道標津郡中標津町東１２条北・ひがし１２じようきた

　　０８６-１０１３・北海道標津郡中標津町東１３条南・ひがし１３じようみなみ

　　０８６-１０５３・北海道標津郡中標津町東１３条北・ひがし１３じようきた

　　０８６-１０１４・北海道標津郡中標津町東１４条南・ひがし１４じようみなみ

　　０８６-１０５４・北海道標津郡中標津町東１４条北・ひがし１４じようきた

　　０８６-１０１５・北海道標津郡中標津町東１５条南・ひがし１５じようみなみ

　　０８６-１０５５・北海道標津郡中標津町東１５条北・ひがし１５じようきた

　　０８６-１０１６・北海道標津郡中標津町東１６条南・ひがし１６じようみなみ

　　０８６-１０５６・北海道標津郡中標津町東１６条北・ひがし１６じようきた

　　０８６-１０１７・北海道標津郡中標津町東１７条南・ひがし１７じようみなみ

　　０８６-１０５７・北海道標津郡中標津町東１７条北・ひがし１７じようきた

　　０８６-１０１８・北海道標津郡中標津町東１８条南・ひがし１８じようみなみ

　　０８６-１０５８・北海道標津郡中標津町東１８条北・ひがし１８じようきた

　　０８６-１０１９・北海道標津郡中標津町東１９条南・ひがし１９じようみなみ

　　０８６-１０５９・北海道標津郡中標津町東１９条北・ひがし１９じようきた

　　０８６-１０２０・北海道標津郡中標津町東２０条南・ひがし２０じようみなみ

　　０８６-１０６０・北海道標津郡中標津町東２０条北・ひがし２０じようきた

　　０８６-１０２１・北海道標津郡中標津町東２１条南・ひがし２１じようみなみ

　　０８６-１０６１・北海道標津郡中標津町東２１条北・ひがし２１じようきた

　　０８６-１０２２・北海道標津郡中標津町東２２条南・ひがし２２じようみなみ

　　０８６-１０６２・北海道標津郡中標津町東２２条北・ひがし２２じようきた

　　０８６-１０２３・北海道標津郡中標津町東２３条南・ひがし２３じようみなみ

　　０８６-１０６３・北海道標津郡中標津町東２３条北・ひがし２３じようきた

　　０８６-１０２４・北海道標津郡中標津町東２４条南・ひがし２４じようみなみ

　　０８６-１０６４・北海道標津郡中標津町東２４条北・ひがし２４じようきた

　　０８６-１０２５・北海道標津郡中標津町東２５条南・ひがし２５じようみなみ

　　０８６-１０６５・北海道標津郡中標津町東２５条北・ひがし２５じようきた

　　０８６-１０２６・北海道標津郡中標津町東２６条南・ひがし２６じようみなみ

　　０８６-１０６６・北海道標津郡中標津町東２６条北・ひがし２６じようきた

　　０８６-１０２７・北海道標津郡中標津町東２７条南・ひがし２７じようみなみ

　　０８６-１０６７・北海道標津郡中標津町東２７条北・ひがし２７じようきた



　　０８６-１０２８・北海道標津郡中標津町東２８条南・ひがし２８じようみなみ

　　０８６-１０６８・北海道標津郡中標津町東２８条北・ひがし２８じようきた

　　０８６-１０２９・北海道標津郡中標津町東２９条南・ひがし２９じようみなみ

　　０８６-１０６９・北海道標津郡中標津町東２９条北・ひがし２９じようきた

　　０８６-１０３０・北海道標津郡中標津町東３０条南・ひがし３０じようみなみ

　　０８６-１０７０・北海道標津郡中標津町東３０条北・ひがし３０じようきた

　　０８６-１０３１・北海道標津郡中標津町東３１条南・ひがし３１じようみなみ

　　０８６-１０７１・北海道標津郡中標津町東３１条北・ひがし３１じようきた

　　０８６-１０３２・北海道標津郡中標津町東３２条南・ひがし３２じようみなみ

　　０８６-１０７２・北海道標津郡中標津町東３２条北・ひがし３２じようきた

　　０８６-１０３３・北海道標津郡中標津町東３３条南・ひがし３３じようみなみ

　　０８６-１０７３・北海道標津郡中標津町東３３条北・ひがし３３じようきた

　　０８６-１０３４・北海道標津郡中標津町東３４条南・ひがし３４じようみなみ

　　０８６-１０７４・北海道標津郡中標津町東３４条北・ひがし３４じようきた

　　０８６-１０３５・北海道標津郡中標津町東３５条南・ひがし３５じようみなみ

　　０８６-１０７５・北海道標津郡中標津町東３５条北・ひがし３５じようきた

　　０８６-１０３６・北海道標津郡中標津町東３６条南・ひがし３６じようみなみ

　　０８６-１０７６・北海道標津郡中標津町東３６条北・ひがし３６じようきた

　　０８６-１０３７・北海道標津郡中標津町東３７条南・ひがし３７じようみなみ

　　０８６-１０７７・北海道標津郡中標津町東３７条北・ひがし３７じようきた

　　０８６-１０３８・北海道標津郡中標津町東３８条南・ひがし３８じようみなみ

　　０８６-１０７８・北海道標津郡中標津町東３８条北・ひがし３８じようきた

　　０８６-１０３９・北海道標津郡中標津町東３９条南・ひがし３９じようみなみ

　　０８６-１０７９・北海道標津郡中標津町東３９条北・ひがし３９じようきた

　　０８６-１０８０・北海道標津郡中標津町東４０条南・ひがし４０じようみなみ

　　０８６-１０８０・北海道標津郡中標津町東４０条北・ひがし４０じようきた

　　０８６-１０８１・北海道標津郡中標津町東４１条南・ひがし４１じようみなみ

　　０８６-１０８１・北海道標津郡中標津町東４１条北・ひがし４１じようきた

　　０８６-１０８２・北海道標津郡中標津町東４２条南・ひがし４２じようみなみ

　　０８６-１０８２・北海道標津郡中標津町東４２条北・ひがし４２じようきた

　　０８６-１１４４・北海道標津郡中標津町東当幌・ひがしとうほろ

　　０８６-１０８３・北海道標津郡中標津町東中・ひがしなか

　　０８６-１１６３・北海道標津郡中標津町俵中・ひようちゆう

　　０８８-２６８６・北海道標津郡中標津町俣落（１６２９－１・またおち

　　０８８-２６８６・北海道標津郡中標津町俣落（１６５３－３、・またおち

　　０８８-２６８６・北海道標津郡中標津町俣落（１６８４－５、・またおち

　　０８８-２６８６・北海道標津郡中標津町俣落（１８８６－２・またおち

　　０８８-２６８６・北海道標津郡中標津町俣落（１８９３、・またおち

　　０８８-２６８６・北海道標津郡中標津町俣落（１８９６－２・またおち

　　０８８-２６８６・北海道標津郡中標津町俣落（１９５１－２・またおち

　　０８８-２６８６・北海道標津郡中標津町俣落（１９９７－３・またおち

　　０８８-２６８６・北海道標津郡中標津町俣落（２０００－２・またおち

　　０８８-２６８６・北海道標津郡中標津町俣落（２０００－８・またおち

　　０８８-２６８６・北海道標津郡中標津町俣落（２００３、・またおち

　　０８８-２６８６・北海道標津郡中標津町俣落（２０１５－４、・またおち

　　０８８-２６８６・北海道標津郡中標津町俣落（２０２３－２・またおち

　　０８８-２６８６・北海道標津郡中標津町俣落（２０３８－２・またおち

　　０８８-２６８６・北海道標津郡中標津町俣落（２２５３－２、・またおち

　　０８８-２６８６・北海道標津郡中標津町俣落（２２５３－５・またおち

　　０８８-２６８６・北海道標津郡中標津町俣落（２２５３－２１、・またおち

　　０８８-２６８６・北海道標津郡中標津町俣落（２２５３－６３）・またおち

　　０８６-１２７３・北海道標津郡中標津町俣落（その他）・またおち(そのた)

　　０８６-１１６４・北海道標津郡中標津町丸山・まるやま

　　０８６-１１４８・北海道標津郡中標津町緑ケ丘・みどりがおか

　　０８６-１１６６・北海道標津郡中標津町緑町南・みどりまちみなみ

　　０８６-１１６５・北海道標津郡中標津町緑町北・みどりまちきた

　　０８６-１１５０・北海道標津郡中標津町南中・みなみなか

　　０８６-１１４６・北海道標津郡中標津町南町・みなみまち

　　０８６-１２７１・北海道標津郡中標津町武佐・むさ

　　０８８-２６８４・北海道標津郡中標津町養老牛・ようろううじ

　　０８６-１１６０・北海道標津郡中標津町りんどう町・りんどうちよう

　　０８６-１６００・ 北海道標津郡標津町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０８６-１６０２・北海道標津郡標津町伊茶仁・いちやに

　　０８６-１４５１・北海道標津郡標津町川北・かわきた

　　０８６-１６３１・北海道標津郡標津町北一条・きた１じよう

　　０８６-１６３２・北海道標津郡標津町北二条・きた２じよう

　　０８６-１６３３・北海道標津郡標津町北三条・きた３じよう

　　０８６-１６３４・北海道標津郡標津町北四条・きた４じよう

　　０８６-１６３５・北海道標津郡標津町北五条・きた５じよう

　　０８６-１６３６・北海道標津郡標津町北六条・きた６じよう



　　０８６-１６３７・北海道標津郡標津町北七条・きた７じよう

　　０８６-１６３８・北海道標津郡標津町北八条・きた８じよう

　　０８６-１６３９・北海道標津郡標津町北九条・きた９じよう

　　０８６-１６３０・北海道標津郡標津町北十条・きた１０じよう

　　０８６-１７３２・北海道標津郡標津町薫別・くんべつ

　　０８６-１７３１・北海道標津郡標津町古多糠・こたぬか

　　０８６-１７３３・北海道標津郡標津町崎無異・さきむい

　　０８６-１６２２・北海道標津郡標津町茶志骨・ちやしこつ

　　０８６-１６２５・北海道標津郡標津町茶志骨（住吉町）・ちやしこつ(すみよしちよう)

　　０８６-１６２１・北海道標津郡標津町茶志骨（パイロット）・ちやしこつ(はﾟいろつと)

　　０８６-１６２３・北海道標津郡標津町茶志骨（東茶志骨）・ちやしこつ(ひがしちやしこつ)

　　０８６-１６２６・北海道標津郡標津町茶志骨（東浜町）・ちやしこつ(ひがしはまちよう)

　　０８６-１６０１・北海道標津郡標津町忠類・ちゆうるい

　　０８６-１６５１・北海道標津郡標津町南一条・みなみ１じよう

　　０８６-１６５２・北海道標津郡標津町南二条・みなみ２じよう

　　０８６-１６５３・北海道標津郡標津町南三条・みなみ３じよう

　　０８６-１６５４・北海道標津郡標津町南四条・みなみ４じよう

　　０８６-１６５５・北海道標津郡標津町南五条・みなみ５じよう

　　０８６-１６５６・北海道標津郡標津町南六条・みなみ６じよう

　　０８６-１６５７・北海道標津郡標津町南七条・みなみ７じよう

　　０８６-１６５８・北海道標津郡標津町南八条・みなみ８じよう

　　０８６-１８００・北海道目梨郡羅臼町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０８６-１８０６・北海道目梨郡羅臼町相泊・あいどまり

　　０８６-１８４２・北海道目梨郡羅臼町麻布町・あざぶちよう

　　０８６-１８１５・北海道目梨郡羅臼町海岸町・かいがんちよう

　　０８６-１８４３・北海道目梨郡羅臼町春日町・かすがちよう

　　０８６-１８０４・北海道目梨郡羅臼町化石浜・かせきはま

　　０８６-１８１３・北海道目梨郡羅臼町北浜・きたはま

　　０８６-１８１６・北海道目梨郡羅臼町共栄町・きようえいちよう

　　０８６-１８０５・北海道目梨郡羅臼町崩浜・くずれはま

　　０８６-１８１２・北海道目梨郡羅臼町昆布浜・こんぶはま

　　０８６-１８２３・北海道目梨郡羅臼町栄町・さかえちよう

　　０８６-１８０１・北海道目梨郡羅臼町知床岬・しれとこみさき

　　０８６-１８１１・北海道目梨郡羅臼町瀬石・せせき

　　０８６-１８０２・北海道目梨郡羅臼町滝ノ下・たきのした

　　０８６-１８３６・北海道目梨郡羅臼町知昭町・ちしようちよう

　　０８６-１８３１・北海道目梨郡羅臼町富士見町・ふじみちよう

　　０８６-１８０３・北海道目梨郡羅臼町船泊・ふなどまり

　　０８６-１８３２・北海道目梨郡羅臼町船見町・ふなみちよう

　　０８６-１８４４・北海道目梨郡羅臼町幌萌町（４０－１)・ほろもえちよう

　　０８６-１８４４・北海道目梨郡羅臼町幌萌町（６２３)・ほろもえちよう

　　０８６-１７５２・北海道目梨郡羅臼町幌萌町（その他）・ほろもえちよう(そのた)

　　０８６-１８３３・北海道目梨郡羅臼町本町・ほんちよう

　　０８６-１８３５・北海道目梨郡羅臼町松法町・まつのりちよう

　　０８６-１８１４・北海道目梨郡羅臼町岬町・みさきちよう

　　０８６-１８２１・北海道目梨郡羅臼町緑町・みどりちよう

　　０８６-１７５１・北海道目梨郡羅臼町峯浜町・みねはまちよう

　　０８６-１８４１・北海道目梨郡羅臼町八木浜町・やぎはまちよう

　　０８６-１８２２・北海道目梨郡羅臼町湯ノ沢町・ゆのさわちよう

　　０８６-１８３４・北海道目梨郡羅臼町礼文町・れぶんちよう




