
　　３１０-００００・茨城県水戸市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３１０-０００４・茨城県水戸市青柳町・あおやぎちよう

　　３１９-０３１４・茨城県水戸市赤尾関町・あかおせきちよう

　　３１１-４１４１・茨城県水戸市赤塚・あかつか

　　３１１-１１２２・茨城県水戸市秋成町・あきなりちよう

　　３１０-０８２２・茨城県水戸市圷大野・あくつおおの

　　３１０-００４６・茨城県水戸市曙町・あけほﾞのちよう

　　３１０-０８３１・茨城県水戸市朝日町・あさひちよう

　　３１０-００５４・茨城県水戸市愛宕町・あたごちよう

　　３１１-４１６５・茨城県水戸市木葉下町・あほﾞつけちよう

　　３１９-０３０４・茨城県水戸市有賀町・ありがちよう

　　３１１-４１５５・茨城県水戸市飯島町・いいじまちよう

　　３１１-４２０６・茨城県水戸市飯富町・いいとみちよう

　　３１０-０９０５・茨城県水戸市石川・いしかわ

　　３１０-０９０４・茨城県水戸市石川町・いしかわちよう

　　３１０-００２６・茨城県水戸市泉町・いずみちよう

　　３１１-４２０２・茨城県水戸市岩根町・いわねちよう

　　３１９-０３１１・茨城県水戸市牛伏町・うしぶしちよう

　　３１９-０３１７・茨城県水戸市内原・うちはら

　　３１９-０３１５・茨城県水戸市内原町・うちはらちよう

　　３１１-１１１５・茨城県水戸市大串町・おおくしちよう

　　３１９-０３１２・茨城県水戸市大足町・おおだらちよう

　　３１１-４１４３・茨城県水戸市大塚町・おおつかちよう

　　３１１-１１２５・茨城県水戸市大場町・おおはﾞちよう

　　３１０-００６２・茨城県水戸市大町・おおまち

　　３１９-０３０７・茨城県水戸市小原町・おはﾞらちよう

　　３１１-４１６３・茨城県水戸市加倉井町・かくらいちよう

　　３１０-０８５２・茨城県水戸市笠原町・かさはらちよう

　　３１１-４１６２・茨城県水戸市金谷町・かなやちよう

　　３１０-００６６・茨城県水戸市金町・かねまち

　　３１０-０００１・茨城県水戸市上河内町・かみがちちよう

　　３１１-４２０３・茨城県水戸市上国井町・かみくにいちよう

　　３１０-００４１・茨城県水戸市上水戸・かみみと

　　３１１-４１５４・茨城県水戸市萱場町・かやはﾞちよう

　　３１１-１１１２・茨城県水戸市川又町・かわまたちよう

　　３１０-０８１４・茨城県水戸市瓦谷・かわらや

　　３１１-４１５２・茨城県水戸市河和田・かわわだ

　　３１１-４１５３・茨城県水戸市河和田町・かわわだちよう

　　３１０-００６１・茨城県水戸市北見町・きたみちよう

　　３１１-１１３３・茨城県水戸市栗崎町・くりさきちよう

　　３１９-０３０３・茨城県水戸市黒磯町・くろいそちよう

　　３１０-０８４２・茨城県水戸市けやき台・けやきだい

　　３１１-１１１１・茨城県水戸市小泉町・こいずみちよう

　　３１９-０３２３・茨城県水戸市鯉淵町・こいぶちちよう

　　３１０-００６３・茨城県水戸市五軒町・ごけんちよう

　　３１９-０３２５・茨城県水戸市小林町・こはﾞやしちよう

　　３１０-０９１４・茨城県水戸市小吹町・こぶきちよう

　　３１９-０３２４・茨城県水戸市五平町・ごへいちよう

　　３１０-０８１６・茨城県水戸市紺屋町・こんやちよう

　　３１０-００６４・茨城県水戸市栄町・さかえちよう

　　３１０-０８４１・茨城県水戸市酒門町・さかどちよう

　　３１０-０８０２・茨城県水戸市柵町・さくまち

　　３１０-０８０１・茨城県水戸市桜川・さくらがわ

　　３１０-００１１・茨城県水戸市三の丸・さんのまる

　　３１１-１１１４・茨城県水戸市塩崎町・しおがさきちよう

　　３１０-０８２６・茨城県水戸市渋井町・しぶいちよう

　　３１１-１１２１・茨城県水戸市島田町・しまだちよう

　　３１１-１１２３・茨城県水戸市下入野町・しもいりのちよう

　　３１１-１１３１・茨城県水戸市下大野町・しもおおのちよう

　　３１１-４２０５・茨城県水戸市下国井町・しもくにいちよう

　　３１９-０３２２・茨城県水戸市下野町・しものちよう

　　３１０-００２３・茨城県水戸市下梅香・しもはﾞいこう

　　３１０-００４２・茨城県水戸市自由が丘・じゆうがおか

　　３１０-００１２・茨城県水戸市城東・じようとう

　　３１０-０８０３・茨城県水戸市城南・じようなん

　　３１０-０８０４・茨城県水戸市白梅・しらうめ

　　３１０-００３６・茨城県水戸市新荘・しんそう

　　３１０-００４５・茨城県水戸市新原・しんはら

　　３１０-０００５・茨城県水戸市水府町・すいふちよう

　　３１０-００５３・茨城県水戸市末広町・すえひろちよう
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　　３１９-０３０６・茨城県水戸市杉崎町・すぎさきちよう

　　３１０-０８４４・茨城県水戸市住吉町・すみよしちよう

　　３１０-０８５１・茨城県水戸市千波町・せんはﾞちよう

　　３１０-００３１・茨城県水戸市大工町・だいくまち

　　３１９-０３２１・茨城県水戸市高田町・たかだちよう

　　３１９-０３０１・茨城県水戸市田島町・たじまちよう

　　３１０-０９０１・茨城県水戸市田野町・たのちよう

　　３１１-４２０４・茨城県水戸市田谷町・たやちよう

　　３１０-００５１・茨城県水戸市ちとせ・ちとせ

　　３１０-０８０５・茨城県水戸市中央・ちゆうおう

　　３１９-０３１３・茨城県水戸市筑地町・ついじちよう

　　３１０-００２５・茨城県水戸市天王町・てんのうちよう

　　３１０-０８４６・茨城県水戸市東野町・とうのちよう

　　３１１-１１３６・茨城県水戸市東前・とうまえ

　　３１１-１１３２・茨城県水戸市東前町・とうまえちよう

　　３１０-００３３・茨城県水戸市常磐町・ときわちよう

　　３１０-０８２１・茨城県水戸市中大野・なかおおの

　　３１０-０００２・茨城県水戸市中河内町・なかがちちよう

　　３１９-０３０５・茨城県水戸市中原町・なかはらちよう

　　３１１-４１４６・茨城県水戸市中丸町・なかまるちよう

　　３１１-４２０７・茨城県水戸市成沢町・なるさわちよう

　　３１０-０８２４・茨城県水戸市西大野・にしおおの

　　３１０-００４４・茨城県水戸市西原・にしはら

　　３１０-００６７・茨城県水戸市根本・ねもと

　　３１０-００６８・茨城県水戸市根本町・ねもとちよう

　　３１０-００２２・茨城県水戸市梅香・はﾞいこう

　　３１０-００５５・茨城県水戸市袴塚・はかまつか

　　３１０-００６５・茨城県水戸市八幡町・はちまんちよう

　　３１０-０８１２・茨城県水戸市浜田・はまだ

　　３１０-０８１３・茨城県水戸市浜田町・はまだちよう

　　３１１-４１４２・茨城県水戸市東赤塚・ひがしあかつか

　　３１０-０８２３・茨城県水戸市東大野・ひがしおおの

　　３１０-０８１１・茨城県水戸市東桜川・ひがしさくらがわ

　　３１０-０８１８・茨城県水戸市東台・ひがしだい

　　３１０-００３５・茨城県水戸市東原・ひがしはら

　　３１０-００２４・茨城県水戸市備前町・びぜんまち

　　３１１-４１５１・茨城県水戸市姫子・ひめご

　　３１１-４１４４・茨城県水戸市開江町・ひらくえちよう

　　３１０-０８５３・茨城県水戸市平須町・ひらすちよう

　　３１１-１１１３・茨城県水戸市平戸町・ひらとちよう

　　３１１-４２０１・茨城県水戸市藤井町・ふじいちよう

　　３１１-４２０８・茨城県水戸市藤が原・ふじがはら

　　３１０-０８３３・茨城県水戸市藤柄町・ふじがらちよう

　　３１１-４１４５・茨城県水戸市双葉台・ふたはﾞだい

　　３１０-００５６・茨城県水戸市文京・ぶんきよう

　　３１０-０９０３・茨城県水戸市堀町・ほりちよう

　　３１０-０８１５・茨城県水戸市本町・ほんちよう

　　３１１-４１６１・茨城県水戸市全隈町・またぐまちよう

　　３１０-００４３・茨城県水戸市松が丘・まつがおか

　　３１０-００５２・茨城県水戸市松本町・まつもとちよう

　　３１０-０９１２・茨城県水戸市見川・みがわ

　　３１０-０９１３・茨城県水戸市見川町・みがわちよう

　　３１０-００３４・茨城県水戸市緑町・みどりちよう

　　３１０-００２１・茨城県水戸市南町・みなみまち

　　３１９-０３０２・茨城県水戸市三野輪町・みのわちよう

　　３１０-０８３４・茨城県水戸市宮内町・みやうちちよう

　　３１０-００１５・茨城県水戸市宮町・みやまち

　　３１９-０３１６・茨城県水戸市三湯町・みゆちよう

　　３１０-０９１１・茨城県水戸市見和・みわ

　　３１０-０８４３・茨城県水戸市元石川町・もといしかわちよう

　　３１０-０８３５・茨城県水戸市元台町・もとだいまち

　　３１０-００３２・茨城県水戸市元山町・もとやまちよう

　　３１０-０８３６・茨城県水戸市元吉田町・もとよしだちよう

　　３１１-１１２４・茨城県水戸市森戸町・もりとちよう

　　３１０-０８２５・茨城県水戸市谷田町・やだちよう

　　３１１-４１６４・茨城県水戸市谷津町・やつちよう

　　３１０-０００３・茨城県水戸市柳河町・やなかわちよう

　　３１０-０８１７・茨城県水戸市柳町・やなぎまち

　　３１１-１１３４・茨城県水戸市百合が丘町・ゆりがおかちよう

　　３１０-０８４５・茨城県水戸市吉沢町・よしざわちよう



　　３１０-０８３２・茨城県水戸市吉田・よしだ

　　３１０-０８２７・茨城県水戸市吉沼町・よしぬまちよう

　　３１０-０８４７・茨城県水戸市米沢町・よねざわちよう

　　３１１-１１３５・茨城県水戸市六反田町・ろくたんだちよう

　　３１０-００１３・茨城県水戸市若宮・わかみや

　　３１０-００１４・茨城県水戸市若宮町・わかみやちよう

　　３１０-０９０２・茨城県水戸市渡里町・わたりちよう

　　３１７-００００・茨城県日立市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３１７-００７５・茨城県日立市相賀町・あいがちよう

　　３１９-１４１５・茨城県日立市相田町・あいだちよう

　　３１７-００７４・茨城県日立市旭町・あさひちよう

　　３１６-００３６・茨城県日立市鮎川町・あゆかわちよう

　　３１９-１４１８・茨城県日立市砂沢町・いさござわちよう

　　３１９-１２２５・茨城県日立市石名坂町・いしなざかちよう

　　３１１-０４０２・茨城県日立市入四間町・いりしけんちよう

　　３１７-００７６・茨城県日立市会瀬町・おうせちよう

　　３１６-００１２・茨城県日立市大久保町・おおくほﾞちよう

　　３１６-００２２・茨城県日立市大沼町・おおぬまちよう

　　３１９-１２２１・茨城県日立市大みか町・おおみかちよう

　　３１９-１２３４・茨城県日立市大和田町・おおわだちよう

　　３１９-１４１３・茨城県日立市小木津町・おぎつちよう

　　３１９-１４１２・茨城県日立市折笠町・おりかさちよう

　　３１７-００７１・茨城県日立市鹿島町・かしまちよう

　　３１６-００１５・茨城県日立市金沢町・かねさわちよう

　　３１９-１４１７・茨城県日立市かみあい町・かみあいちよう

　　３１７-００６４・茨城県日立市神峰町・かみねちよう

　　３１９-１４１１・茨城県日立市川尻町・かわじりちよう

　　３１６-０００５・茨城県日立市河原子町・かわらごちよう

　　３１９-１２３３・茨城県日立市神田町・かんだちよう

　　３１９-１２２２・茨城県日立市久慈町・くじちよう

　　３１６-００３５・茨城県日立市国分町・こくぶちよう

　　３１７-００７３・茨城県日立市幸町・さいわいちよう

　　３１６-０００２・茨城県日立市桜川町・さくらがわちよう

　　３１９-１２３２・茨城県日立市下土木内町・しもどぎうちちよう

　　３１１-０４０４・茨城県日立市下深荻町・しもふかおぎちよう

　　３１９-１３０１・茨城県日立市十王町伊師・じゆうおうちよういじ

　　３１９-１３０２・茨城県日立市十王町伊師本郷・じゆうおうちよういしほんごう

　　３１９-１３０６・茨城県日立市十王町黒坂・じゆうおうちようくろさか

　　３１９-１３０８・茨城県日立市十王町城の丘・じゆうおうちようしろのおか

　　３１９-１３０５・茨城県日立市十王町高原・じゆうおうちようたかはら

　　３１９-１３０４・茨城県日立市十王町友部・じゆうおうちようともべ

　　３１９-１３０３・茨城県日立市十王町友部東・じゆうおうちようともべひがじ

　　３１９-１３０７・茨城県日立市十王町山部・じゆうおうちようやまべ

　　３１７-００７７・茨城県日立市城南町・じようなんちよう

　　３１７-００５６・茨城県日立市白銀町・しろがねちよう

　　３１６-０００６・茨城県日立市末広町・すえひろちよう

　　３１７-００６５・茨城県日立市助川町・すけがわちよう

　　３１６-０００１・茨城県日立市諏訪町・すわちよう

　　３１６-００２１・茨城県日立市台原町・だいはらちよう

　　３１７-００６６・茨城県日立市高鈴町・たかすずちよう

　　３１６-０００３・茨城県日立市多賀町・たがちよう

　　３１９-１４１６・茨城県日立市田尻町・たじりちよう

　　３１６-００１３・茨城県日立市千石町・ちこくちよう

　　３１９-１２３１・茨城県日立市留町・とめちよう

　　３１６-００３３・茨城県日立市中成沢町・なかなるさわちよう

　　３１１-０４０１・茨城県日立市中深荻町・なかふかおぎちよう

　　３１６-０００７・茨城県日立市中丸町・なかまるちよう

　　３１７-００５３・茨城県日立市滑川町・なめかわちよう

　　３１７-００５１・茨城県日立市滑川本町・なめかわほんちよう

　　３１６-００３１・茨城県日立市成沢町・なるさわちよう

　　３１６-００３２・茨城県日立市西成沢町・にしなるさわちよう

　　３１６-００１１・茨城県日立市塙山町・はなやまちよう

　　３１６-００２３・茨城県日立市東大沼町・ひがしおおぬまちよう

　　３１６-００１４・茨城県日立市東金沢町・ひがしかねさわちよう

　　３１１-０４０３・茨城県日立市東河内町・ひがしごうどちよう

　　３１６-０００４・茨城県日立市東多賀町・ひがしたがちよう

　　３１７-００６１・茨城県日立市東町・ひがしちよう

　　３１７-００５２・茨城県日立市東滑川町・ひがしなめかわちよう

　　３１６-００３４・茨城県日立市東成沢町・ひがしなるさわちよう

　　３１９-１４１４・茨城県日立市日高町・ひだかちよう



　　３１７-００６２・茨城県日立市平和町・へいわちよう

　　３１７-００７２・茨城県日立市弁天町・べんてんちよう

　　３１６-００２６・茨城県日立市みかの原町・みかのはらちよう

　　３１６-００２４・茨城県日立市水木町・みずきちよう

　　３１９-１２２３・茨城県日立市みなと町・みなとちよう

　　３１９-１２２４・茨城県日立市南高野町・みなみこうやちよう

　　３１７-００５５・茨城県日立市宮田町・みやたちよう

　　３１７-００５４・茨城県日立市本宮町・もとみやちよう

　　３１９-１２３５・茨城県日立市茂宮町・もみやちよう

　　３１６-００２５・茨城県日立市森山町・もりやまちよう

　　３１７-００６３・茨城県日立市若葉町・わかはﾞちよう

　　３００-００００・茨城県土浦市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３００-０８１８・茨城県土浦市天川・あまかわ

　　３００-０８７３・茨城県土浦市荒川沖・あらかわおき

　　３００-０８７１・茨城県土浦市荒川沖東・あらかわおきひがじ

　　３００-０８７４・茨城県土浦市荒川沖西・あらかわおきにじ

　　３００-０８７７・茨城県土浦市荒川本郷・あらかわほんごう

　　３００-００３５・茨城県土浦市有明町・ありあけちよう

　　３００-０００２・茨城県土浦市粟野町・あわのまち

　　３００-０８０２・茨城県土浦市飯田・いいだ

　　３００-００４７・茨城県土浦市生田町・いくたまち

　　３００-０００７・茨城県土浦市板谷・いたや

　　３００-０００１・茨城県土浦市今泉・いまいずみ

　　３００-０８３５・茨城県土浦市大岩田・おおいわた

　　３００-４１０３・茨城県土浦市大志戸・おおしと

　　３００-００２８・茨城県土浦市おおつ野・おおつの

　　３００-００４４・茨城県土浦市大手町・おおてまち

　　３００-４１１１・茨城県土浦市大畑・おおはﾞたけ

　　３００-００３８・茨城県土浦市大町・おおまち

　　３００-０８７２・茨城県土浦市沖新田・おきしんでん

　　３００-００２３・茨城県土浦市沖宿町・おきじゆくまち

　　３００-４１０６・茨城県土浦市小高・おだか

　　３００-０８４４・茨城県土浦市乙戸・おつと

　　３００-０８４５・茨城県土浦市乙戸南・おつとみなみ

　　３００-４１０８・茨城県土浦市小野・おの

　　３００-０８４６・茨城県土浦市小山田・おやまだ

　　３００-０８４７・茨城県土浦市卸町・おろしまち

　　３００-０００８・茨城県土浦市笠師町・かさしまち

　　３００-０８０４・茨城県土浦市粕毛・かすげ

　　３００-０８２５・茨城県土浦市霞ケ岡町・かすみがおかまち

　　３００-４１１４・茨城県土浦市上坂田・かみさかた

　　３００-０８１１・茨城県土浦市上高津・かみたかつ

　　３００-０８１９・茨城県土浦市上高津新町・かみたかつしんまち

　　３００-０８３６・茨城県土浦市烏山・からすやま

　　３００-００３３・茨城県土浦市川口・かわぐち

　　３００-００１１・茨城県土浦市神立中央・かんだつちゆうおう

　　３００-００１３・茨城県土浦市神立町・かんだつまち

　　３００-００１２・茨城県土浦市神立東・かんだつひがじ

　　３００-０８７６・茨城県土浦市北荒川沖町・きたあらかわおきまち

　　３００-００１５・茨城県土浦市北神立町・きたかんだつまち

　　３００-００２６・茨城県土浦市木田余・きだまり

　　３００-００５６・茨城県土浦市木田余西台・きだまりにしだい

　　３００-００２７・茨城県土浦市木田余東台・きだまりひがしだい

　　３００-０８３１・茨城県土浦市小岩田・こいわた

　　３００-０８３４・茨城県土浦市小岩田東・こいわだひがじ

　　３００-０８３３・茨城県土浦市小岩田西・こいわだにじ

　　３００-０８１４・茨城県土浦市国分町・こくぶちよう

　　３００-００３２・茨城県土浦市湖北・こほく

　　３００-０８２３・茨城県土浦市小松・こまつ

　　３００-０８２６・茨城県土浦市小松ケ丘町・こまつがおかまち

　　３００-０００４・茨城県土浦市小山崎・こやまざき

　　３００-０８３２・茨城県土浦市桜ケ丘町・さくらがおかまち

　　３００-００３７・茨城県土浦市桜町・さくらまち

　　３００-０８０３・茨城県土浦市佐野子・さのこ

　　３００-４１０４・茨城県土浦市沢辺・さわべ

　　３００-０８０５・茨城県土浦市宍塚・ししつか

　　３００-４１１３・茨城県土浦市下坂田・しもさかた

　　３００-０８１２・茨城県土浦市下高津・しもたかつ

　　３００-００４２・茨城県土浦市城北町・じようほくまち

　　３００-００２２・茨城県土浦市白鳥町・しらとりまち



　　３００-００２１・茨城県土浦市菅谷町・すげのやまち

　　３００-００４６・茨城県土浦市千束町・せんぞくちよう

　　３００-４１１７・茨城県土浦市高岡・たかおか

　　３００-０８３９・茨城県土浦市滝田・たきた

　　３００-００４１・茨城県土浦市立田町・たつたまち

　　３００-４１１８・茨城県土浦市田土部・たどべ

　　３００-００４８・茨城県土浦市田中・たなか

　　３００-００４９・茨城県土浦市田中町・たなかまち

　　３００-４１０５・茨城県土浦市田宮・たみや

　　３００-００２４・茨城県土浦市田村町・たむらまち

　　３００-０８２４・茨城県土浦市千鳥ケ丘町・ちどりがおかまち

　　３００-００４３・茨城県土浦市中央・ちゆうおう

　　３００-００６２・茨城県土浦市都和・つわ

　　３００-００２５・茨城県土浦市手野町・てのまち

　　３００-００３１・茨城県土浦市東崎町・とうざきまち

　　３００-４１０７・茨城県土浦市東城寺・とうじようじ

　　３００-００５５・茨城県土浦市殿里・とのさと

　　３００-０８４１・茨城県土浦市中・なか

　　３００-０８７５・茨城県土浦市中荒川沖町・なかあらかわおきまち

　　３００-４１０１・茨城県土浦市永井・ながい

　　３００-００１６・茨城県土浦市中神立町・なかかんだつまち

　　３００-０８１５・茨城県土浦市中高津・なかたかつ

　　３００-０００９・茨城県土浦市中都町・なかつまち

　　３００-０００５・茨城県土浦市中貫・なかぬき

　　３００-０８４９・茨城県土浦市中村西根・なかむらにしね

　　３００-０８５０・茨城県土浦市中村東・なかむらひがじ

　　３００-０８４３・茨城県土浦市中村南・なかむらみなみ

　　３００-０８１７・茨城県土浦市永国・ながくに

　　３００-０８１０・茨城県土浦市永国台・ながくにだい

　　３００-０８１６・茨城県土浦市永国東町・ながくにひがしまち

　　３００-００６１・茨城県土浦市並木・なみき

　　３００-００１４・茨城県土浦市西神立・にしかんだつ

　　３００-００６８・茨城県土浦市西並木町・にしなみきまち

　　３００-０８４８・茨城県土浦市西根西・にしねにじ

　　３００-０８４２・茨城県土浦市西根南・にしねみなみ

　　３００-００５４・茨城県土浦市西真鍋町・にしまなべまち

　　３００-０８２１・茨城県土浦市蓮河原新町・はすかわらしんまち

　　３００-０８２２・茨城県土浦市蓮河原町・はすかわらまち

　　３００-００６７・茨城県土浦市東都和・ひがしつわ

　　３００-０００６・茨城県土浦市東中貫町・ひがしなかぬきまち

　　３００-００６９・茨城県土浦市東並木町・ひがしなみきまち

　　３００-００５２・茨城県土浦市東真鍋町・ひがしまなべまち

　　３００-００６４・茨城県土浦市東若松町・ひがしわかまつまち

　　３００-００６５・茨城県土浦市常名・ひたな

　　３００-０８１３・茨城県土浦市富士崎・ふじさき

　　３００-４１１５・茨城県土浦市藤沢・ふじさわ

　　３００-４１１６・茨城県土浦市藤沢新田・ふじさわしんでん

　　３００-００４５・茨城県土浦市文京町・ぶんきようちよう

　　３００-４１０２・茨城県土浦市本郷・ほんごう

　　３００-００５１・茨城県土浦市真鍋・まなべ

　　３００-００５３・茨城県土浦市真鍋新町・まなべしんまち

　　３００-０８３８・茨城県土浦市摩利山新田・まりやましんでん

　　３００-０８３７・茨城県土浦市右籾・みぎもみ

　　３００-００３４・茨城県土浦市港町・みなとまち

　　３００-００６６・茨城県土浦市虫掛・むしかけ

　　３００-０００３・茨城県土浦市紫ケ丘・むらさきがおか

　　３００-４１１２・茨城県土浦市桃園・ももぞの

　　３００-０８０１・茨城県土浦市矢作・やはぎ

　　３００-００３６・茨城県土浦市大和町・やまとちよう

　　３００-００６３・茨城県土浦市若松町・わかまつちよう

　　３０６-００００・茨城県古河市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３０６-００１２・茨城県古河市旭町・あさひちよう

　　３０６-００４４・茨城県古河市新久田・あらくだ

　　３０６-０２２４・茨城県古河市砂井新田・いさごいしんでん

　　３０６-０２２５・茨城県古河市磯部・いそべ

　　３０６-０２０２・茨城県古河市稲宮・いなみや

　　３０６-０１０５・茨城県古河市江口・えぐち

　　３０６-０２３６・茨城県古河市大堤・おおつつみ

　　３０６-００３２・茨城県古河市大手町・おおてまち

　　３０６-００５２・茨城県古河市大山・おおやま



　　３０６-０１１１・茨城県古河市大和田・おおわだ

　　３０６-０２０６・茨城県古河市丘里・おかざと

　　３０６-０１０１・茨城県古河市尾崎・おさき

　　３０６-０２２６・茨城県古河市女沼・おなぬま

　　３０６-０１０４・茨城県古河市恩名・おんな

　　３０６-０２１１・茨城県古河市葛生・かずろう

　　３０６-０２２３・茨城県古河市上砂井・かみいさごい

　　３０６-０２０１・茨城県古河市上大野・かみおおの

　　３０６-０１２８・茨城県古河市上片田・かみかたた

　　３０６-０２３４・茨城県古河市上辺見・かみへみ

　　３０６-０１２２・茨城県古河市上和田・かみわだ

　　３０６-０２１３・茨城県古河市北利根・きたとね

　　３０６-０００５・茨城県古河市北町・きたまち

　　３０６-０１０６・茨城県古河市北間中橋・きたまなかはﾞじ

　　３０６-０１１５・茨城県古河市北山田・きたやまた

　　３０６-０２１２・茨城県古河市久能・くのう

　　３０６-００５５・茨城県古河市けやき平・けやきだいら

　　３０６-００４１・茨城県古河市鴻巣・こうのす

　　３０６-０２１４・茨城県古河市高野・こうや

　　３０６-００１６・茨城県古河市古河・こが

　　３０６-０２３１・茨城県古河市小堤・こつﾞつみ

　　３０６-０１２３・茨城県古河市五部・ごへい

　　３０６-００４５・茨城県古河市駒ケ崎・こまがさき

　　３０６-０１２１・茨城県古河市駒込・こまごめ

　　３０６-０２２１・茨城県古河市駒羽根・こまはね

　　３０６-００２４・茨城県古河市幸町・さいわいちよう

　　３０６-００５６・茨城県古河市坂間・さかま

　　３０６-００３６・茨城県古河市桜町・さくらまち

　　３０６-００４２・茨城県古河市三和・さんわ

　　３０６-０００１・茨城県古河市静町・しずかまち

　　３０６-０２０４・茨城県古河市下大野・しもおおの

　　３０６-０１２７・茨城県古河市下片田・しもかたた

　　３０６-０２３５・茨城県古河市下辺見・しもへみ

　　３０６-００１４・茨城県古河市下山町・しもやまちよう

　　３０６-０２２２・茨城県古河市釈迦・しやか

　　３０６-０１１６・茨城県古河市新和田・しんわだ

　　３０６-０２０５・茨城県古河市関戸・せきど

　　３０６-００４７・茨城県古河市立崎・たつざき

　　３０６-００５１・茨城県古河市茶屋新田・ちややしんでん

　　３０６-００３３・茨城県古河市中央町・ちゆうおうちよう

　　３０６-０１０３・茨城県古河市長左エ門新田・ちようざえもんしんでん

　　３０６-０００７・茨城県古河市常盤町・ときわちよう

　　３０６-００４３・茨城県古河市鳥喰・とりはみ

　　３０６-００５３・茨城県古河市中田・なかだ

　　３０６-００５４・茨城県古河市中田新田・なかだしんでん

　　３０６-０１１０・茨城県古河市名崎・なさき

　　３０６-０２３３・茨城県古河市西牛谷・にしうしがや

　　３０６-００３７・茨城県古河市錦町・にしきちよう

　　３０６-００３８・茨城県古河市西町・にしまち

　　３０６-０１０９・茨城県古河市西間中橋・にしまなかはﾞじ

　　３０６-０１２５・茨城県古河市仁連・にれい

　　３０６-００３５・茨城県古河市長谷・はせ

　　３０６-００３４・茨城県古河市長谷町・はせまち

　　３０６-００２６・茨城県古河市原・はら

　　３０６-００２５・茨城県古河市原町・はらまち

　　３０６-００１１・茨城県古河市東・ひがじ

　　３０６-０２３２・茨城県古河市東牛谷・ひがしうしがや

　　３０６-００１３・茨城県古河市東本町・ひがしほんちよう

　　３０６-０１０７・茨城県古河市東間中橋・ひがしまなかはﾞじ

　　３０６-０１２４・茨城県古河市東諸川・ひがしもろかわ

　　３０６-０１１２・茨城県古河市東山田・ひがしやまた

　　３０６-０００６・茨城県古河市平和町・へいわまち

　　３０６-００２３・茨城県古河市本町・ほんちよう

　　３０６-０２１６・茨城県古河市前林・まえはﾞやじ

　　３０６-００４６・茨城県古河市牧野地・まきのじ

　　３０６-００２１・茨城県古河市松並・まつなみ

　　３０６-０２１５・茨城県古河市水海・みずうみ

　　３０６-０００２・茨城県古河市三杉町・みすぎちよう

　　３０６-０００３・茨城県古河市緑町・みどりちよう

　　３０６-００１５・茨城県古河市南町・みなみちよう



　　３０６-０１０８・茨城県古河市南間中橋・みなみまなかはﾞじ

　　３０６-００３１・茨城県古河市宮前町・みやまえちよう

　　３０６-０１２６・茨城県古河市諸川・もろかわ

　　３０６-０１１３・茨城県古河市谷貝・やがい

　　３０６-０２０３・茨城県古河市柳橋・やぎはじ

　　３０６-０１１４・茨城県古河市山田・やまた

　　３０６-００２２・茨城県古河市横山町・よこやまちよう

　　３０６-０００４・茨城県古河市雷電町・らいでんちよう

　　３１５-００００・茨城県石岡市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３１５-０１４８・茨城県石岡市青田・あおた

　　３１５-００３８・茨城県石岡市旭台・あさひだい

　　３１５-００２１・茨城県石岡市荒金・あらがね

　　３１５-００３０・茨城県石岡市池の台・いけのだい

　　３１５-０００１・茨城県石岡市石岡・いしおか

　　３１５-００４６・茨城県石岡市石川・いしかわ

　　３１５-００２５・茨城県石岡市泉町・いずみちよう

　　３１５-００４７・茨城県石岡市井関・いせき

　　３１５-０１６２・茨城県石岡市宇治会・うじえ

　　３１５-０１１５・茨城県石岡市浦須・うらす

　　３１５-０１５７・茨城県石岡市上曽・うわそ

　　３１５-０００９・茨城県石岡市大砂・おおすな

　　３１５-０１０２・茨城県石岡市太田・おおた

　　３１５-０１０５・茨城県石岡市大塚・おおつか

　　３１５-０１０１・茨城県石岡市大増・おおます

　　３１５-００３６・茨城県石岡市大谷津・おおやつ

　　３１５-０１６５・茨城県石岡市小倉・おぐら

　　３１５-０１４４・茨城県石岡市小野越・おのごえ

　　３１５-０１５５・茨城県石岡市小幡・おはﾞた

　　３１５-０１０４・茨城県石岡市小見・おみ

　　３１５-０１６６・茨城県石岡市小山田・おやまだ

　　３１５-００１５・茨城県石岡市貝地・かいじ

　　３１５-０１１６・茨城県石岡市柿岡・かきおか

　　３１５-０００２・茨城県石岡市柏原・かしわはﾞら

　　３１５-０００４・茨城県石岡市柏原町・かしわはﾞらちよう

　　３１５-０１１３・茨城県石岡市片岡・かたおか

　　３１５-０１３６・茨城県石岡市片野・かたの

　　３１５-０１３７・茨城県石岡市金指・かなさじ

　　３１５-０００５・茨城県石岡市鹿の子・かのこ

　　３１５-０１５４・茨城県石岡市上青柳・かみあおやぎ

　　３１５-０１３８・茨城県石岡市上林・かみはﾞやじ

　　３１５-０１３５・茨城県石岡市加生野・かようの

　　３１５-０１１４・茨城県石岡市嘉良寿理・からすり

　　３１５-０１３４・茨城県石岡市川又・かわまた

　　３１５-０１１１・茨城県石岡市瓦谷・かわらや

　　３１５-００４４・茨城県石岡市北根本・きたねもと

　　３１５-００１２・茨城県石岡市北府中・きたふちゆう

　　３１５-０１６３・茨城県石岡市鯨岡・くじらおか

　　３１５-００１０・茨城県石岡市碁石沢・ごいしざわ

　　３１５-００３２・茨城県石岡市小井戸・こいど

　　３１５-００１４・茨城県石岡市国府・こくふ

　　３１５-０１６１・茨城県石岡市小塙・こはﾞな

　　３１５-０１６４・茨城県石岡市小屋・こや

　　３１５-００１９・茨城県石岡市栄松・さかえまつ

　　３１５-０１１７・茨城県石岡市佐久・さく

　　３１５-０１４３・茨城県石岡市柴内・しはﾞうち

　　３１５-０１２４・茨城県石岡市柴間・しはﾞま

　　３１５-０１５３・茨城県石岡市下青柳・しもあおやぎ

　　３１５-０１３１・茨城県石岡市下林・しもはﾞやじ

　　３１５-００１１・茨城県石岡市正上内・しようじよううち

　　３１５-０１４６・茨城県石岡市菖蒲沢・しようぶざわ

　　３１５-０１５１・茨城県石岡市須釜・すがま

　　３１５-００２７・茨城県石岡市杉並・すぎなみ

　　３１５-００２６・茨城県石岡市杉の井・すぎのい

　　３１５-００１６・茨城県石岡市総社・そうしや

　　３１５-０００７・茨城県石岡市染谷・そめや

　　３１５-００４５・茨城県石岡市高浜・たかはま

　　３１５-００４１・茨城県石岡市田島・たじま

　　３１５-０１４１・茨城県石岡市月岡・つきおか

　　３１５-０１４７・茨城県石岡市辻・つじ

　　３１５-００３３・茨城県石岡市東光台・とうこうだい



　　３１５-００４３・茨城県石岡市中津川・なかつがわ

　　３１５-０１０３・茨城県石岡市中戸・なかど

　　３１５-０００６・茨城県石岡市並木・なみき

　　３１５-００２２・茨城県石岡市行里川・なめりかわ

　　３１５-００２９・茨城県石岡市根当・ねあたり

　　３１５-０１３２・茨城県石岡市根小屋・ねごや

　　３１５-０１１８・茨城県石岡市野田・のだ

　　３１５-００２４・茨城県石岡市八軒台・はちけんだい

　　３１５-００４２・茨城県石岡市茨城・はﾞらき

　　３１５-０１３３・茨城県石岡市半田・はんだ

　　３１５-００２８・茨城県石岡市半ノ木・はんのき

　　３１５-００３７・茨城県石岡市東石岡・ひがしいしおか

　　３１５-００３１・茨城県石岡市東大橋・ひがしおおはじ

　　３１５-００３４・茨城県石岡市東田中・ひがしたなか

　　３１５-０１２２・茨城県石岡市東成井・ひがしなるい

　　３１５-００２３・茨城県石岡市東府中・ひがしふちゆう

　　３１５-００１３・茨城県石岡市府中・ふちゆう

　　３１５-０１４５・茨城県石岡市仏生寺・ぶつしようじ

　　３１５-０１１２・茨城県石岡市部原・へはﾞら

　　３１５-０１５２・茨城県石岡市細谷・ほそや

　　３１５-０１２１・茨城県石岡市真家・まいえ

　　３１５-００３５・茨城県石岡市南台・みなみだい

　　３１５-００４８・茨城県石岡市三村・みむら

　　３１５-０１２３・茨城県石岡市宮ケ崎・みやがさき

　　３１５-０００８・茨城県石岡市村上・むらかみ

　　３１５-０１２５・茨城県石岡市山崎・やまざき

　　３１５-０００３・茨城県石岡市谷向町・やむかいちよう

　　３１５-０１４２・茨城県石岡市弓弦・ゆつﾞり

　　３１５-０１５６・茨城県石岡市吉生・よしう

　　３１５-０１６７・茨城県石岡市龍明・りゆうめい

　　３１５-００１８・茨城県石岡市若松・わかまつ

　　３１５-００１７・茨城県石岡市若宮・わかみや

　　３０７-００００・茨城県結城市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３０７-００２８・茨城県結城市今宿・いまじゆく

　　３０７-００４５・茨城県結城市上成・うえなじ

　　３０７-００４１・茨城県結城市江川大町・えがわおおまち

　　３０７-００４２・茨城県結城市江川新宿・えがわしんじゆく

　　３０７-００３１・茨城県結城市大木・おおき

　　３０７-００５５・茨城県結城市大橋町・おおはしちよう

　　３０７-０００２・茨城県結城市大谷瀬・おおやぜ

　　３０７-０００７・茨城県結城市小田林・おだはﾞやじ

　　３０７-００２７・茨城県結城市粕礼・かすれい

　　３０７-００１５・茨城県結城市鹿窪・かなくほﾞ

　　３０７-００２１・茨城県結城市上山川・かみやまかわ

　　３０７-０００５・茨城県結城市川木谷・かわきや

　　３０７-００１２・茨城県結城市久保田・くほﾞた

　　３０７-００５１・茨城県結城市国府町・こくぶちよう

　　３０７-０００６・茨城県結城市五助・ごすけ

　　３０７-００１１・茨城県結城市小森・こもり

　　３０７-０００８・茨城県結城市下り松・さがりまつ

　　３０７-００２３・茨城県結城市山王・さんのう

　　３０７-００３８・茨城県結城市七五三場・しめはﾞ

　　３０７-００５４・茨城県結城市城南町・じようなんまち

　　３０７-００３４・茨城県結城市新宿新田・しんじゆくしんでん

　　３０７-００１６・茨城県結城市新堤仲通り・しんつつみなかどおり

　　３０７-００５３・茨城県結城市新福寺・しんふﾟくじ

　　３０７-００２９・茨城県結城市新矢畑・しんやはﾞた

　　３０７-００３５・茨城県結城市善右ヱ門新田・ぜんえもんしんでん

　　３０７-００４３・茨城県結城市武井・たけい

　　３０７-００４４・茨城県結城市田間・たま

　　３０７-００５２・茨城県結城市中央町・ちゆうおうちよう

　　３０７-００１３・茨城県結城市中・なか

　　３０７-００２６・茨城県結城市芳賀崎・はがさき

　　３０７-００２５・茨城県結城市浜野辺・はまのべ

　　３０７-００１４・茨城県結城市林・はやじ

　　３０７-００３７・茨城県結城市東茂呂・ひがしもろ

　　３０７-０００３・茨城県結城市富士見町・ふじみちよう

　　３０７-００３２・茨城県結城市古宿新田・ふるじゆくしんでん

　　３０７-００３６・茨城県結城市北南茂呂・ほくなんもろ

　　３０７-００２４・茨城県結城市水海道・みつかいどう



　　３０７-０００４・茨城県結城市みどり町・みどりちよう

　　３０７-００２２・茨城県結城市矢畑・やはﾞた

　　３０７-００３３・茨城県結城市山川新宿・やまかわしんじゆく

　　３０７-０００１・茨城県結城市結城・ゆうき

　　３０７-００４６・茨城県結城市結城作・ゆうきさく

　　３０７-００１７・茨城県結城市若宮・わかみや

　　３０７-００１８・茨城県結城市若宮西・わかみやにじ

　　３０１-００００・茨城県龍ケ崎市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３０１-０８２１・茨城県龍ケ崎市東町・あずまちよう

　　３０１-０８３８・茨城県龍ケ崎市愛戸町・あたどまち

　　３０１-０８５７・茨城県龍ケ崎市泉町・いずみまち

　　３０１-０８０１・茨城県龍ケ崎市板橋町・いたはﾞしまち

　　３０１-００４５・茨城県龍ケ崎市稲荷新田町・いなりしんでんまち

　　３０１-００４６・茨城県龍ケ崎市入地町・いれちまち

　　３０１-０８０５・茨城県龍ケ崎市薄倉町・うすぐらまち

　　３０１-０８５１・茨城県龍ケ崎市大塚町・おおつかまち

　　３０１-００２５・茨城県龍ケ崎市大留町・おおどめまち

　　３０１-０８５６・茨城県龍ケ崎市貝原塚町・かいはらつかまち

　　３０１-０００６・茨城県龍ケ崎市門倉新田町・かどくらしんでんまち

　　３０１-０８１７・茨城県龍ケ崎市上大徳新町・かみだいとくしんまち

　　３０１-００１２・茨城県龍ケ崎市上町・かみまち

　　３０１-００４８・茨城県龍ケ崎市川崎町・かわさきまち

　　３０１-０８２５・茨城県龍ケ崎市川余郷・かわよごう

　　３０１-０００５・茨城県龍ケ崎市川原代町・かわらしろまち

　　３０１-００２１・茨城県龍ケ崎市北方町・きたかたまち

　　３０１-０００１・茨城県龍ケ崎市久保台・くほﾞだい

　　３０１-０８０２・茨城県龍ケ崎市高作町・こうさまち

　　３０１-０８２２・茨城県龍ケ崎市光順田・こうじゆんだ

　　３０１-０８５２・茨城県龍ケ崎市向陽台・こうようだい

　　３０１-００４４・茨城県龍ケ崎市小柴・こしはﾞ

　　３０１-０８３４・茨城県龍ケ崎市古城・こじよう

　　３０１-００３４・茨城県龍ケ崎市小通幸谷町・こどおりこうやまち

　　３０１-００１８・茨城県龍ケ崎市米町・こめまち

　　３０１-０８２６・茨城県龍ケ崎市栄町・さかえまち

　　３０１-００３２・茨城県龍ケ崎市佐貫・さぬき

　　３０１-００３３・茨城県龍ケ崎市佐貫町・さぬきまち

　　３０１-０８１２・茨城県龍ケ崎市佐沼町・さぬままち

　　３０１-０８２４・茨城県龍ケ崎市下町・しもまち

　　３０１-０８４７・茨城県龍ケ崎市城ノ内・じようのうち

　　３０１-００３１・茨城県龍ケ崎市庄兵衛新田町・しようべえしんでんまち

　　３０１-０８４１・茨城県龍ケ崎市白羽・しらはね

　　３０１-０８３３・茨城県龍ケ崎市城下・しろした

　　３０１-０８１３・茨城県龍ケ崎市新町・しんまち

　　３０１-０８１５・茨城県龍ケ崎市直鮒・すうぶな

　　３０１-００１４・茨城県龍ケ崎市須藤堀町・すとうほりまち

　　３０１-０８２３・茨城県龍ケ崎市砂町・すなまち

　　３０１-０８１６・茨城県龍ケ崎市大徳町・だいとくまち

　　３０１-０８１４・茨城県龍ケ崎市高砂・たかすな

　　３０１-００２６・茨城県龍ケ崎市高須町・たかすまち

　　３０１-０８３９・茨城県龍ケ崎市出し山町・だしやままち

　　３０１-０８３５・茨城県龍ケ崎市田町・たまち

　　３０１-０８３６・茨城県龍ケ崎市寺後・てらご

　　３０１-００２４・茨城県龍ケ崎市豊田町・とよだまち

　　３０１-０８５４・茨城県龍ケ崎市中里・なかざと

　　３０１-０００２・茨城県龍ケ崎市中根台・なかねだい

　　３０１-００１６・茨城県龍ケ崎市長沖新田町・ながおきしんでんまち

　　３０１-００１５・茨城県龍ケ崎市長沖町・ながおきまち

　　３０１-０８０４・茨城県龍ケ崎市長峰町・ながみねまち

　　３０１-００４２・茨城県龍ケ崎市長山・ながやま

　　３０１-０８４５・茨城県龍ケ崎市奈戸岡・なとおか

　　３０１-０００４・茨城県龍ケ崎市馴馬町・なれうままち

　　３０１-０００７・茨城県龍ケ崎市馴柴町・なれしはﾞまち

　　３０１-０８０３・茨城県龍ケ崎市塗戸町・ぬるとまち

　　３０１-０８３７・茨城県龍ケ崎市根町・ねまち

　　３０１-００２３・茨城県龍ケ崎市羽黒町・はぐろまち

　　３０１-０８４３・茨城県龍ケ崎市羽原町・ははﾞらまち

　　３０１-０８０６・茨城県龍ケ崎市半田町・はんだまち

　　３０１-００３５・茨城県龍ケ崎市稗柄町・ひえがらまち

　　３０１-００１７・茨城県龍ケ崎市姫宮町・ひめみやまち

　　３０１-０００３・茨城県龍ケ崎市平台・ひらだい



　　３０１-０８４４・茨城県龍ケ崎市平畑・ひらはた

　　３０１-０８５５・茨城県龍ケ崎市藤ケ丘・ふじがおか

　　３０１-０８４６・茨城県龍ケ崎市別所町・べつしよまち

　　３０１-０８５３・茨城県龍ケ崎市松ケ丘・まつがおか

　　３０１-００４３・茨城県龍ケ崎市松葉・まつはﾞ

　　３０１-００１３・茨城県龍ケ崎市水門・みずもん

　　３０１-０８３２・茨城県龍ケ崎市緑町・みどりちよう

　　３０１-００２２・茨城県龍ケ崎市南が丘・みなみがおか

　　３０１-００４７・茨城県龍ケ崎市南中島町・みなみなかじままち

　　３０１-０８１１・茨城県龍ケ崎市宮渕町・みやぶちまち

　　３０１-０８４２・茨城県龍ケ崎市八代町・やしろまち

　　３０１-０８３１・茨城県龍ケ崎市野原町・やわらまち

　　３０１-００１１・茨城県龍ケ崎市横町・よこまち

　　３０１-００４１・茨城県龍ケ崎市若柴町・わかしはﾞまち

　　３０４-００００・茨城県下妻市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３０４-００７４・茨城県下妻市赤須・あかす

　　３０４-０８０３・茨城県下妻市伊古立・いごだつ

　　３０４-００５７・茨城県下妻市石の宮・いしのみや

　　３０４-００５３・茨城県下妻市今泉・いまいずみ

　　３０４-０００２・茨城県下妻市江・え

　　３０４-０００４・茨城県下妻市大木・おおき

　　３０４-００２５・茨城県下妻市大木新田・おおきしんでん

　　３０４-００２３・茨城県下妻市大串・おおくじ

　　３０４-０８０１・茨城県下妻市大園木・おおぞのき

　　３０４-０８０４・茨城県下妻市長萱・おさがや

　　３０４-００５１・茨城県下妻市小島・おじま

　　３０４-００６３・茨城県下妻市小野子町・おのこちよう

　　３０４-００１６・茨城県下妻市数須・かずす

　　３０４-０８１９・茨城県下妻市鎌庭・かまにわ

　　３０４-００５０・茨城県下妻市亀崎・かめざき

　　３０４-００４８・茨城県下妻市加養・かよう

　　３０４-０８０５・茨城県下妻市唐崎・からさき

　　３０４-００２１・茨城県下妻市北大宝・きただいほう

　　３０４-０８１８・茨城県下妻市鬼怒・きぬ

　　３０４-００７３・茨城県下妻市桐ケ瀬・きりがせ

　　３０４-０８０２・茨城県下妻市鯨・くじら

　　３０４-０００７・茨城県下妻市黒駒・くろこま

　　３０４-０８２３・茨城県下妻市五箇・ごか

　　３０４-００３４・茨城県下妻市坂井・さかい

　　３０４-００２４・茨城県下妻市坂本新田・さかもとしんでん

　　３０４-００５５・茨城県下妻市砂沼新田・さぬましんでん

　　３０４-００１３・茨城県下妻市下宮・したみや

　　３０４-００７１・茨城県下妻市尻手・しつて

　　３０４-０００６・茨城県下妻市柴・しはﾞ

　　３０４-００７２・茨城県下妻市渋井・しぶい

　　３０４-０８１５・茨城県下妻市渋田・しぶた

　　３０４-００２８・茨城県下妻市下木戸・しもきど

　　３０４-０８１１・茨城県下妻市下栗・しもぐり

　　３０４-００１５・茨城県下妻市下田・しもだ

　　３０４-００６６・茨城県下妻市下妻甲・しもつまこう

　　３０４-００６７・茨城県下妻市下妻乙・しもつまおつ

　　３０４-００６１・茨城県下妻市下妻丙・しもつまへい

　　３０４-００６８・茨城県下妻市下妻丁・しもつまてい

　　３０４-００６２・茨城県下妻市下妻戊・しもつまほﾞ

　　３０４-００１１・茨城県下妻市神明・しんめい

　　３０４-０００３・茨城県下妻市関本下・せきもとした

　　３０４-０８１４・茨城県下妻市宗道・そうどう

　　３０４-００２２・茨城県下妻市大宝・だいほう

　　３０４-００３１・茨城県下妻市高道祖・たかさい

　　３０４-０８１２・茨城県下妻市田下・たげ

　　３０４-００６９・茨城県下妻市田町・たまち

　　３０４-００１７・茨城県下妻市筑波島・ちくわじま

　　３０４-００５４・茨城県下妻市中居指・なかいざじ

　　３０４-００１４・茨城県下妻市中郷・なかごう

　　３０４-００５６・茨城県下妻市長塚・ながつか

　　３０４-００４９・茨城県下妻市新堀・にいほﾞり

　　３０４-００５２・茨城県下妻市二本紀・にほんぎ

　　３０４-０８１７・茨城県下妻市羽子・はねご

　　３０４-０８１６・茨城県下妻市原・はら

　　３０４-０００５・茨城県下妻市半谷・はんや



　　３０４-００３２・茨城県下妻市比毛・ひけ

　　３０４-００４７・茨城県下妻市肘谷・ひじや

　　３０４-００４６・茨城県下妻市樋橋・ひはﾞじ

　　３０４-０００１・茨城県下妻市平方・ひらかた

　　３０４-００１８・茨城県下妻市平川戸・ひらかわど

　　３０４-００２６・茨城県下妻市平沼・ひらぬま

　　３０４-００２７・茨城県下妻市福田・ふくだ

　　３０４-００４２・茨城県下妻市袋畑・ふくろはた

　　３０４-００４１・茨城県下妻市古沢・ふるさわ

　　３０４-０８２１・茨城県下妻市別府・べつふﾟ

　　３０４-００３３・茨城県下妻市堀篭・ほりごめ

　　３０４-００６５・茨城県下妻市本宿町・ほんじゆくちよう

　　３０４-０８１３・茨城県下妻市本宗道・ほんそうどう

　　３０４-００７６・茨城県下妻市前河原・まえがわら

　　３０４-０８０６・茨城県下妻市見田・みた

　　３０４-０８２２・茨城県下妻市皆葉・みなはﾞ

　　３０４-００７５・茨城県下妻市南原・みなみはら

　　３０４-０８２４・茨城県下妻市村岡・むらおか

　　３０４-００６４・茨城県下妻市本城町・もとしろちよう

　　３０４-００４４・茨城県下妻市柳原・やぎわら

　　３０４-００４３・茨城県下妻市谷田部・やたべ

　　３０４-００４５・茨城県下妻市山尻・やまじり

　　３０４-００３５・茨城県下妻市横根・よこね

　　３０４-００１２・茨城県下妻市若柳・わかやなぎ

　　３０３-００００・茨城県常総市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３０３-０００２・茨城県常総市相野谷町・あいのやまち

　　３０３-００１１・茨城県常総市東町・あずまちよう

　　３０３-００１６・茨城県常総市新井木町・あらいぎまち

　　３００-２５２５・茨城県常総市伊左衛門新田町・いざえもんしんでんまち

　　３０３-００４３・茨城県常総市内守谷町・うちもりやまち

　　３０３-００４６・茨城県常総市内守谷町きぬの里・うちもりやまちきぬのさと

　　３０３-００１２・茨城県常総市大崎町・おおさきまち

　　３００-２７２７・茨城県常総市大沢・おおさわ

　　３００-２７４５・茨城県常総市大沢新田・おおさわしんでん

　　３０３-００４５・茨城県常総市大塚戸町・おおつかどまち

　　３００-２５２６・茨城県常総市大生郷新田町・おおのごうしんでんまち

　　３００-２５２１・茨城県常総市大生郷町・おおのごうまち

　　３００-２５１２・茨城県常総市大輪町・おおわまち

　　３００-２７４３・茨城県常総市岡田・おかだ

　　３００-２５０４・茨城県常総市沖新田町・おきしんでんまち

　　３００-２７０３・茨城県常総市小保川・おほﾞかわ

　　３００-２５０３・茨城県常総市川崎町・かわさきまち

　　３００-２７２２・茨城県常総市蔵持・くらもち

　　３００-２７２３・茨城県常総市蔵持新田・くらもちしんでん

　　３００-２７３４・茨城県常総市栗山新田・くりやましんでん

　　３００-２７４６・茨城県常総市鴻野山・こうのやま

　　３００-２７３２・茨城県常総市鴻野山新田・こうのやましんでん

　　３００-２７４１・茨城県常総市国生・こつしよう

　　３０３-０００６・茨城県常総市小山戸町・こやまどまち

　　３００-２５２４・茨城県常総市五郎兵衛新田町・ごろべえしんでんまち

　　３０３-００４２・茨城県常総市坂手町・さかてまち

　　３００-２７４７・茨城県常総市崎房・さきぶさ

　　３００-２５２３・茨城県常総市笹塚新田町・ささつかしんでんちよう

　　３００-２７３５・茨城県常総市左平太新田・さへいたしんでん

　　３００-２７２１・茨城県常総市篠山・しのやま

　　３０３-００１８・茨城県常総市十花町・じゆつかまち

　　３００-２５０２・茨城県常総市上蛇町・じようじやまち

　　３００-２７０６・茨城県常総市新石下・しんいしげ

　　３０３-００４４・茨城県常総市菅生町・すがおまち

　　３００-２７４４・茨城県常総市杉山・すぎやま

　　３００-２７１３・茨城県常総市収納谷・すのうや

　　３００-２７１６・茨城県常総市大房・だいほﾞう

　　３００-２７０４・茨城県常総市舘方・たてがた

　　３０３-００１５・茨城県常総市長助町・ちようすけまち

　　３００-２７１７・茨城県常総市東野原・とうのはら

　　３０３-００４１・茨城県常総市豊岡町・とよおかまち

　　３００-２７０５・茨城県常総市豊田・とよだ

　　３００-２５０５・茨城県常総市中妻町・なかつままち

　　３００-２７２６・茨城県常総市中沼・なかぬま

　　３０３-０００１・茨城県常総市中山町・なかやままち



　　３００-２５１１・茨城県常総市花島町・はなしままち

　　３００-２５１３・茨城県常総市羽生町・はにゆうまち

　　３００-２７４８・茨城県常総市馬場・はﾞはﾞ

　　３００-２７３３・茨城県常総市馬場新田・はﾞはﾞしんでん

　　３００-２７０２・茨城県常総市原宿・はらじゆく

　　３０３-００１４・茨城県常総市兵町・ひようまち

　　３００-２５０１・茨城県常総市福二町・ふくじまち

　　３００-２７２４・茨城県常総市古間木・ふるまぎ

　　３００-２７３１・茨城県常総市古間木新田・ふるまぎしんでん

　　３００-２７２５・茨城県常総市古間木沼新田・ふるまぎぬましんでん

　　３００-２７１４・茨城県常総市平内・へいない

　　３０３-００１７・茨城県常総市平町・へいまち

　　３００-２７１２・茨城県常総市曲田・まがつた

　　３００-２７３６・茨城県常総市孫兵ヱ新田・まごべえしんでん

　　３００-２５０７・茨城県常総市三坂新田町・みさかしんでんまち

　　３００-２５０６・茨城県常総市三坂町・みさかまち

　　３０３-００２５・茨城県常総市水海道亀岡町・みつかいどうかめおかちよう

　　３０３-００３２・茨城県常総市水海道川又町・みつかいどうかわまたちよう

　　３０３-００３３・茨城県常総市水海道高野町・みつかいどうこうやまち

　　３０３-００２４・茨城県常総市水海道栄町・みつかいどうさかえちよう

　　３０３-００２１・茨城県常総市水海道諏訪町・みつかいどうすわまち

　　３０３-００２３・茨城県常総市水海道宝町・みつかいどうたからまち

　　３０３-００３４・茨城県常総市水海道天満町・みつかいどうてんまんちよう

　　３０３-０００３・茨城県常総市水海道橋本町・みつかいどうはしもとちよう

　　３０３-００２２・茨城県常総市水海道淵頭町・みつかいどうふちがしらまち

　　３０３-００２６・茨城県常総市水海道本町・みつかいどうほんちよう

　　３０３-０００４・茨城県常総市水海道元町・みつかいどうもとまち

　　３０３-０００５・茨城県常総市水海道森下町・みつかいどうもりしたまち

　　３０３-００３１・茨城県常総市水海道山田町・みつかいどうやまだまち

　　３０３-００１３・茨城県常総市箕輪町・みのわまち

　　３００-２７４２・茨城県常総市向石下・むこういしげ

　　３００-２７０７・茨城県常総市本石下・もといしげ

　　３００-２７１１・茨城県常総市本豊田・もととよだ

　　３００-２７１５・茨城県常総市山口・やまぐち

　　３００-２５２２・茨城県常総市横曽根新田町・よこぞねしんでんまち

　　３００-２７０１・茨城県常総市若宮戸・わかみやど

　　３１３-００００・茨城県常陸太田市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３１３-０１０２・茨城県常陸太田市赤土町・あかつﾞちちよう

　　３１３-０１２１・茨城県常陸太田市芦間町・あしまちよう

　　３１３-０１３２・茨城県常陸太田市新地町・あらじちよう

　　３１３-０００７・茨城県常陸太田市新宿町・あらじゆくちよう

　　３１３-００４５・茨城県常陸太田市粟原町・あわはﾞらちよう

　　３１３-００４２・茨城県常陸太田市磯部町・いそべちよう

　　３１３-００４１・茨城県常陸太田市稲木町・いなぎちよう

　　３１３-０１１２・茨城県常陸太田市岩手町・いわてちよう

　　３１３-００３７・茨城県常陸太田市内田町・うちだちよう

　　３１３-００６３・茨城県常陸太田市内堀町・うちほﾞりちよう

　　３１３-０１１６・茨城県常陸太田市大方町・おおかたちよう

　　３１３-０１２５・茨城県常陸太田市大里町・おおさとちよう

　　３１１-０５０８・茨城県常陸太田市大菅町・おおすげちよう

　　３１３-０１２４・茨城県常陸太田市大平町・おおだいらちよう

　　３１１-０５０５・茨城県常陸太田市大中町・おおなかちよう

　　３１３-００２１・茨城県常陸太田市大森町・おおもりちよう

　　３１３-００３１・茨城県常陸太田市岡田町・おかだちよう

　　３１３-００３８・茨城県常陸太田市小沢町・おざわちよう

　　３１３-０１３５・茨城県常陸太田市小島町・おじまちよう

　　３１３-００３６・茨城県常陸太田市落合町・おちあいちよう

　　３１３-００３３・茨城県常陸太田市小目町・おめちよう

　　３１１-０５０６・茨城県常陸太田市折橋町・おりはしちよう

　　３１３-００３５・茨城県常陸太田市堅磐町・かきわちよう

　　３１３-００１６・茨城県常陸太田市金井町・かないちよう

　　３１３-０００１・茨城県常陸太田市上大門町・かみおおかどちよう

　　３１３-００４６・茨城県常陸太田市上河合町・かみかわいちよう

　　３１３-０３５３・茨城県常陸太田市上高倉町・かみたかくらちよう

　　３１３-００３４・茨城県常陸太田市上土木内町・かみどぎうちちよう

　　３１３-０１０４・茨城県常陸太田市上利員町・かみとしかずちよう

　　３１１-０５０９・茨城県常陸太田市上深荻町・かみふかおぎちよう

　　３１３-０１０１・茨城県常陸太田市上宮河内町・かみみやかわうちちよう

　　３１３-００２３・茨城県常陸太田市亀作町・かめざくちよう

　　３１１-０３０１・茨城県常陸太田市河内西町・かわちにしちよう



　　３１３-００１５・茨城県常陸太田市木崎一町・きざきいちちよう

　　３１３-００１４・茨城県常陸太田市木崎二町・きざきにちよう

　　３１３-０１２６・茨城県常陸太田市薬谷町・くすりやちよう

　　３１３-０２２１・茨城県常陸太田市国安町・くにやすちよう

　　３１３-０１２３・茨城県常陸太田市久米町・くめちよう

　　３１３-０３５１・茨城県常陸太田市天下野町・けがのちよう

　　３１１-０５０７・茨城県常陸太田市小菅町・こすげちよう

　　３１１-０５０３・茨城県常陸太田市小妻町・こつﾞまちよう

　　３１３-００６４・茨城県常陸太田市寿町・ことぶきちよう

　　３１１-０５０４・茨城県常陸太田市小中町・こなかちよう

　　３１３-０００５・茨城県常陸太田市栄町・さかえちよう

　　３１１-０５０１・茨城県常陸太田市里川町・さとがわちよう

　　３１１-０３２５・茨城県常陸太田市里野宮町・さとのみやちよう

　　３１３-００３２・茨城県常陸太田市沢目町・さわめちよう

　　３１３-００１２・茨城県常陸太田市三才町・さんざいちよう

　　３１３-００４７・茨城県常陸太田市島町・しまちよう

　　３１３-０００２・茨城県常陸太田市下大門町・しもおおかどちよう

　　３１３-００４４・茨城県常陸太田市下河合町・しもかわいちよう

　　３１３-０３５２・茨城県常陸太田市下高倉町・しもたかくらちよう

　　３１３-０１０６・茨城県常陸太田市下利員町・しもとしかずちよう

　　３１３-０１０３・茨城県常陸太田市下宮河内町・しもみやかわうちちよう

　　３１１-０３２２・茨城県常陸太田市常福地町・じようふくじちよう

　　３１１-０３２４・茨城県常陸太田市白羽町・しらわちよう

　　３１３-０００３・茨城県常陸太田市瑞龍町・ずいりゆうちよう

　　３１３-０１１１・茨城県常陸太田市千寿町・せんずちよう

　　３１３-０１１３・茨城県常陸太田市高柿町・たかがきちよう

　　３１３-００２４・茨城県常陸太田市高貫町・たかぬきちよう

　　３１３-０１１５・茨城県常陸太田市竹合町・たけあいちよう

　　３１３-０２２５・茨城県常陸太田市棚谷町・たなやちよう

　　３１３-０１２２・茨城県常陸太田市玉造町・たまつくりちよう

　　３１３-００２６・茨城県常陸太田市田渡町・たわたりちよう

　　３１１-０３２３・茨城県常陸太田市茅根町・ちのねちよう

　　３１３-００４９・茨城県常陸太田市天神林町・てんじんはﾞやしちよう

　　３１３-０２２４・茨城県常陸太田市東連地町・とうれんじちよう

　　３１１-０５０２・茨城県常陸太田市徳田町・とくだちよう

　　３１３-００６１・茨城県常陸太田市中城町・なかじようちよう

　　３１３-０２１２・茨城県常陸太田市中染町・なかぞめちよう

　　３１３-０１０５・茨城県常陸太田市中利員町・なかとしかずちよう

　　３１３-０１３４・茨城県常陸太田市中野町・なかのちよう

　　３１３-００５６・茨城県常陸太田市西一町・にしいちちよう

　　３１３-００５５・茨城県常陸太田市西二町・にしにちよう

　　３１３-００５４・茨城県常陸太田市西三町・にしさんちよう

　　３１１-０３１４・茨城県常陸太田市西河内上町・にしごうとかみちよう

　　３１１-０３１３・茨城県常陸太田市西河内中町・にしごうとなかちよう

　　３１１-０３１２・茨城県常陸太田市西河内下町・にしごうとしもちよう

　　３１３-０２１５・茨城県常陸太田市西染町・にしぞめちよう

　　３１３-００１１・茨城県常陸太田市西宮町・にしみやちよう

　　３１３-００２７・茨城県常陸太田市長谷町・はせちよう

　　３１３-００２５・茨城県常陸太田市幡町・はたちよう

　　３１３-０１３１・茨城県常陸太田市花房町・はなぶさちよう

　　３１３-００６２・茨城県常陸太田市塙町・はなわちよう

　　３１３-０００４・茨城県常陸太田市馬場町・はﾞはﾞちよう

　　３１１-０３２１・茨城県常陸太田市春友町・はるともちよう

　　３１３-００５１・茨城県常陸太田市東一町・ひがしいちちよう

　　３１３-００５２・茨城県常陸太田市東二町・ひがしにちよう

　　３１３-００５３・茨城県常陸太田市東三町・ひがしさんちよう

　　３１３-０２１１・茨城県常陸太田市東染町・ひがしぞめちよう

　　３１３-００４８・茨城県常陸太田市藤田町・ふじたちよう

　　３１３-０００８・茨城県常陸太田市増井町・ましいちよう

　　３１３-０２１３・茨城県常陸太田市町田町・まちだちよう

　　３１１-０３１１・茨城県常陸太田市町屋町・まちやちよう

　　３１３-０１３３・茨城県常陸太田市松栄町・まつざかちよう

　　３１３-０２２２・茨城県常陸太田市松平町・まつだいらちよう

　　３１３-００２２・茨城県常陸太田市真弓町・まゆみちよう

　　３１３-０１１４・茨城県常陸太田市箕町・みちよう

　　３１３-０１１７・茨城県常陸太田市宮の郷町・みやのさとちよう

　　３１３-０００６・茨城県常陸太田市宮本町・みやもとちよう

　　３１３-００４３・茨城県常陸太田市谷河原町・やがわらちよう

　　３１３-００１３・茨城県常陸太田市山下町・やましたちよう

　　３１３-０２１４・茨城県常陸太田市和久町・わぐちよう



　　３１３-０２２３・茨城県常陸太田市和田町・わだちよう

　　３１８-００００・茨城県高萩市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３１８-０００１・茨城県高萩市赤浜・あかはま

　　３１８-００２４・茨城県高萩市秋山・あきやま

　　３１８-００２１・茨城県高萩市安良川・あらかわ

　　３１８-００１２・茨城県高萩市有明町・ありあけちよう

　　３１８-００２２・茨城県高萩市石滝・いしたき

　　３１８-０１０３・茨城県高萩市大能・おおの

　　３１８-００３１・茨城県高萩市春日町・かすがちよう

　　３１８-０１０５・茨城県高萩市上君田・かみきみだ

　　３１８-０００４・茨城県高萩市上手綱・かみてつﾞな

　　３１８-００２３・茨城県高萩市島名・しまな

　　３１８-０１０６・茨城県高萩市下君田・しもきみだ

　　３１８-０００３・茨城県高萩市下手綱・しもてつﾞな

　　３１８-０００２・茨城県高萩市高戸・たかど

　　３１８-００３４・茨城県高萩市高萩・たかはぎ

　　３１８-００１３・茨城県高萩市高浜町・たかはまちよう

　　３１８-０１０４・茨城県高萩市中戸川・なかどがわ

　　３１８-００１４・茨城県高萩市東本町・ひがしほんちよう

　　３１８-００１１・茨城県高萩市肥前町・ひぜんちよう

　　３１８-００２５・茨城県高萩市福平・ふくだいら

　　３１８-０００５・茨城県高萩市望海・ほﾞうかい

　　３１８-００３３・茨城県高萩市本町・ほんちよう

　　３１８-００３２・茨城県高萩市大和町・やまとちよう

　　３１８-０１０１・茨城県高萩市横川・よこかわ

　　３１８-０１０２・茨城県高萩市若栗・わかぐり

　　３１９-１５００・茨城県北茨城市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３１９-１５４１・茨城県北茨城市磯原町磯原・いそはらちよういそはら

　　３１９-１５４７・茨城県北茨城市磯原町内野・いそはらちよううつの

　　３１９-１５４６・茨城県北茨城市磯原町大塚・いそはらちようおおつか

　　３１９-１５４４・茨城県北茨城市磯原町上相田・いそはらちようかみそうだ

　　３１９-１５４５・茨城県北茨城市磯原町木皿・いそはらちようきさら

　　３１９-１５４３・茨城県北茨城市磯原町豊田・いそはらちようとよだ

　　３１９-１５４２・茨城県北茨城市磯原町本町・いそはらちようほんちよう

　　３１９-１７０２・茨城県北茨城市大津町・おおつちよう

　　３１９-１７０３・茨城県北茨城市大津町五浦・おおつちよういつﾞら

　　３１９-１７０４・茨城県北茨城市大津町北町・おおつちようきたちよう

　　３１９-１７１４・茨城県北茨城市関南町神岡上・せきなみちようかみおかかみ

　　３１９-１７１５・茨城県北茨城市関南町神岡下・せきなみちようかみおかしも

　　３１９-１７１２・茨城県北茨城市関南町里根川・せきなみちようさとねがわ

　　３１９-１７１１・茨城県北茨城市関南町関本下・せきなみちようせきもとしも

　　３１９-１７１３・茨城県北茨城市関南町仁井田・せきなみちようにいだ

　　３１９-１７２７・茨城県北茨城市関本町小川・せきもとちようおがわ

　　３１９-１７２６・茨城県北茨城市関本町才丸・せきもとちようさいまる

　　３１９-１７２１・茨城県北茨城市関本町関本上・せきもとちようせきもとかみ

　　３１９-１７２３・茨城県北茨城市関本町関本中・せきもとちようせきもとなか

　　３１９-１７２４・茨城県北茨城市関本町八反・せきもとちようはつたん

　　３１９-１７２２・茨城県北茨城市関本町福田・せきもとちようふくだ

　　３１９-１７２５・茨城県北茨城市関本町富士ケ丘・せきもとちようふじがおか

　　３１９-１５５２・茨城県北茨城市中郷町足洗・なかごうちようあしあらい

　　３１９-１５５４・茨城県北茨城市中郷町粟野・なかごうちようあわの

　　３１９-１５５８・茨城県北茨城市中郷町石岡・なかごうちよういしおか

　　３１９-１５５５・茨城県北茨城市中郷町小野矢指・なかごうちようおのやさじ

　　３１９-１５５９・茨城県北茨城市中郷町上桜井・なかごうちようかみさくらい

　　３１９-１５５３・茨城県北茨城市中郷町汐見ケ丘・なかごうちようしおみがおか

　　３１９-１５５１・茨城県北茨城市中郷町下桜井・なかごうちようしもさくらい

　　３１９-１５５６・茨城県北茨城市中郷町日棚・なかごうちようひたな

　　３１９-１５５７・茨城県北茨城市中郷町松井・なかごうちようまつい

　　３１９-１５３８・茨城県北茨城市華川町小豆畑・はなかわちようあずはた

　　３１９-１５３５・茨城県北茨城市華川町臼場・はなかわちよううすはﾞ

　　３１９-１５３２・茨城県北茨城市華川町上小津田・はなかわちようかみこつだ

　　３１９-１５３３・茨城県北茨城市華川町下小津田・はなかわちようしもこつだ

　　３１９-１５３４・茨城県北茨城市華川町車・はなかわちようくるま

　　３１９-１５３７・茨城県北茨城市華川町下相田・はなかわちようしもそうだ

　　３１９-１５３６・茨城県北茨城市華川町中妻・はなかわちようなかつま

　　３１９-１５３１・茨城県北茨城市華川町花園・はなかわちようはなぞの

　　３１９-１７０１・茨城県北茨城市平潟町・ひらかたちよう

　　３０９-１６００・茨城県笠間市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３０９-１６１６・茨城県笠間市赤坂・あかさか

　　３１９-０２０６・茨城県笠間市安居・あご



　　３０９-１７１７・茨城県笠間市旭町・あさひまち

　　３０９-１６３２・茨城県笠間市飯合・いいごう

　　３０９-１６０５・茨城県笠間市飯田・いいだ

　　３０９-１６０２・茨城県笠間市池野辺・いけのべ

　　３０９-１６１３・茨城県笠間市石井・いしい

　　３０９-１６０７・茨城県笠間市石寺・いしでら

　　３１９-０２０９・茨城県笠間市泉・いずみ

　　３１９-０２１１・茨城県笠間市泉市野谷入会地・いずみいちのやいりあいち

　　３１９-０２０８・茨城県笠間市市野谷・いちのや

　　３０９-１６３５・茨城県笠間市稲田・いなだ

　　３０９-１６３６・茨城県笠間市大郷戸・おおごと

　　３０９-１７２４・茨城県笠間市大古山・おおごやま

　　３０９-１７３８・茨城県笠間市大田町・おおたまち

　　３０９-１６０１・茨城県笠間市大橋・おおはじ

　　３０９-１６０４・茨城県笠間市大渕・おおぶち

　　３１９-０２０５・茨城県笠間市押辺・おしのべ

　　３０９-１７０１・茨城県笠間市小原・おはﾞら

　　３０９-１６１１・茨城県笠間市笠間・かさま

　　３０９-１７１３・茨城県笠間市柏井・かしわい

　　３０９-１６３７・茨城県笠間市片庭・かたにわ

　　３０９-１６１５・茨城県笠間市金井・かない

　　３０９-１７３１・茨城県笠間市上市原・かみいちはﾞら

　　３０９-１６２３・茨城県笠間市上加賀田・かみかがだ

　　３１９-０２０１・茨城県笠間市上郷・かみごう

　　３０９-１６２４・茨城県笠間市北吉原・きたよしわら

　　３０９-１６２５・茨城県笠間市来栖・くるす

　　３０９-１７０３・茨城県笠間市鯉淵・こいぶち

　　３０９-１７０６・茨城県笠間市鴻巣・こうのす

　　３０９-１７０２・茨城県笠間市五平・ごへい

　　３０９-１６２６・茨城県笠間市下市毛・しもいちげ

　　３０９-１７３３・茨城県笠間市下市原・しもいちはﾞら

　　３０９-１７２６・茨城県笠間市下加賀田・しもかがた

　　３１９-０２０２・茨城県笠間市下郷・しもごう

　　３０９-１７１６・茨城県笠間市住吉・すみよじ

　　３０９-１７２２・茨城県笠間市平町・たいらまち

　　３０９-１７３７・茨城県笠間市中央・ちゆうおう

　　３０９-１６２１・茨城県笠間市手越・てごじ

　　３０９-１６１４・茨城県笠間市寺崎・てらざき

　　３０９-１７３５・茨城県笠間市友部駅前・ともべえきまえ

　　３０９-１７３２・茨城県笠間市中市原・なかいちはﾞら

　　３０９-１７１２・茨城県笠間市長兎路・ながとろ

　　３０９-１７１１・茨城県笠間市随分附・なむさんつﾞけ

　　３０９-１７１４・茨城県笠間市仁古田・にこだ

　　３０９-１６３１・茨城県笠間市箱田・はこだ

　　３１９-０２０４・茨城県笠間市土師・はじ

　　３０９-１７２１・茨城県笠間市橋爪・はしつﾞめ

　　３０９-１７０５・茨城県笠間市東平・ひがしだいら

　　３０９-１６０６・茨城県笠間市日沢・ひざわ

　　３０９-１６１２・茨城県笠間市日草場・ひくさはﾞ

　　３１９-０２０７・茨城県笠間市福島・ふくしま

　　３０９-１６０３・茨城県笠間市福田・ふくだ

　　３０９-１６３４・茨城県笠間市福原・ふくはら

　　３０９-１７２５・茨城県笠間市南小泉・みなみこいずみ

　　３０９-１７３４・茨城県笠間市南友部・みなみともべ

　　３０９-１６２２・茨城県笠間市南吉原・みなみよしわら

　　３０９-１７０４・茨城県笠間市美原・みはら

　　３０９-１６３３・茨城県笠間市本戸・もとど

　　３０９-１７３６・茨城県笠間市八雲・やくも

　　３０９-１７２３・茨城県笠間市矢野下・やのした

　　３０９-１７１５・茨城県笠間市湯崎・ゆざき

　　３１９-０２０３・茨城県笠間市吉岡・よしおか

　　３０２-００００・茨城県取手市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３０２-０００６・茨城県取手市青柳・あおやなぎ

　　３０２-００３７・茨城県取手市市之代・いちのだい

　　３０２-００２６・茨城県取手市稲・いな

　　３０２-００１１・茨城県取手市井野・いの

　　３０２-００１５・茨城県取手市井野台・いのだい

　　３０２-００１２・茨城県取手市井野団地・いのだんち

　　３００-１５２３・茨城県取手市大留・おおどめ

　　３０２-０００３・茨城県取手市小堀・おおほり



　　３００-１５０３・茨城県取手市大曲・おおまがり

　　３００-１５４６・茨城県取手市岡・おか

　　３００-１５２１・茨城県取手市押切・おしきり

　　３０２-０００１・茨城県取手市小文間・おもんま

　　３０２-００３６・茨城県取手市貝塚・かいつﾞか

　　３００-１５４２・茨城県取手市神住・かすみ

　　３００-１５１３・茨城県取手市片町・かたまち

　　３００-１５０６・茨城県取手市上萱場・かみかやはﾞ

　　３０２-００３５・茨城県取手市上高井・かみたかい

　　３００-１５０４・茨城県取手市萱場・かやはﾞ

　　３００-１５２４・茨城県取手市神浦・かんのうら

　　３００-１５１１・茨城県取手市椚木・くぬぎ

　　３０２-００１７・茨城県取手市桑原・くわはﾞら

　　３００-１５３７・茨城県取手市毛有・けあり

　　３００-１５３９・茨城県取手市小泉・こいずみ

　　３００-１５３６・茨城県取手市光風台・こうふうだい

　　３００-１５３１・茨城県取手市小浮気・こぶけ

　　３０２-００２７・茨城県取手市駒場・こまはﾞ

　　３０２-００３３・茨城県取手市米ノ井・こめのい

　　３００-１５２５・茨城県取手市桜が丘・さくらがおか

　　３００-１５４４・茨城県取手市山王・さんのう

　　３００-１５０８・茨城県取手市紫水・しすい

　　３００-１５３４・茨城県取手市渋沼・しぶぬま

　　３００-１５３５・茨城県取手市清水・しみず

　　３００-１５０５・茨城県取手市下萱場・しもかやはﾞ

　　３０２-００３８・茨城県取手市下高井・しもたかい

　　３００-１５０２・茨城県取手市新川・しんかわ

　　３０２-００３１・茨城県取手市新取手・しんとりで

　　３０２-００２４・茨城県取手市新町・しんまち

　　３０２-００１３・茨城県取手市台宿・だいしゆく

　　３００-１５２２・茨城県取手市高須・たかす

　　３０２-００１４・茨城県取手市中央町・ちゆうおうちよう

　　３０２-０００２・茨城県取手市長兵衛新田・ちようべえしんでん

　　３０２-００２１・茨城県取手市寺田・てらだ

　　３０２-００３４・茨城県取手市戸頭・とがしら

　　３０２-０００４・茨城県取手市取手・とりで

　　３００-１５４３・茨城県取手市中内・なかうち

　　３００-１５３３・茨城県取手市中田・なかた

　　３０２-００１６・茨城県取手市中原町・なかはらちよう

　　３０２-００２５・茨城県取手市西・にじ

　　３０２-００３２・茨城県取手市野々井・ののい

　　３００-１５４１・茨城県取手市配松・はいまつ

　　３０２-００２３・茨城県取手市白山・はくさん

　　３００-１５０７・茨城県取手市浜田・はまだ

　　３０２-０００５・茨城県取手市東・ひがじ

　　３００-１５１５・茨城県取手市平野・ひらの

　　３００-１５１２・茨城県取手市藤代・ふじしろ

　　３００-１５１６・茨城県取手市藤代南・ふじしろみなみ

　　３００-１５０１・茨城県取手市双葉・ふたはﾞ

　　３０２-００２２・茨城県取手市本郷・ほんごう

　　３００-１５１４・茨城県取手市宮和田・みやわだ

　　３００-１５３２・茨城県取手市谷中・やなか

　　３０２-００３９・茨城県取手市ゆめみ野・ゆめみの

　　３０２-０００７・茨城県取手市吉田・よしだ

　　３００-１５３８・茨城県取手市米田・よねだ

　　３００-１５４５・茨城県取手市和田・わだ

　　３００-１２００・茨城県牛久市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３００-１２８２・茨城県牛久市井ノ岡町・いのおかちよう

　　３００-１２２１・茨城県牛久市牛久町・うしくちよう

　　３００-１２０４・茨城県牛久市岡見町・おかみちよう

　　３００-１２８３・茨城県牛久市奥原町・おくはﾞらちよう

　　３００-１２８６・茨城県牛久市小坂町・おさかちよう

　　３００-１２１４・茨城県牛久市女化町・おなはﾞけちよう

　　３００-１２１１・茨城県牛久市柏田町・かしわだちよう

　　３００-１２８１・茨城県牛久市桂町・かつらちよう

　　３００-１２１３・茨城県牛久市上太田町・かみおおたちよう

　　３００-１２３２・茨城県牛久市上柏田・かみかしわだ

　　３００-１２１６・茨城県牛久市神谷・かみや

　　３００-１２３５・茨城県牛久市刈谷町・かりやちよう

　　３００-１２８８・茨城県牛久市久野町・くのちよう



　　３００-１２１２・茨城県牛久市結束町・けつそくちよう

　　３００-１２３３・茨城県牛久市栄町・さかえちよう

　　３００-１２１７・茨城県牛久市さくら台・さくらだい

　　３００-１２３１・茨城県牛久市猪子町・ししこちよう

　　３００-１２８４・茨城県牛久市島田町・しまだちよう

　　３００-１２０３・茨城県牛久市下根町・しもねちよう

　　３００-１２８５・茨城県牛久市正直町・しようじきちよう

　　３００-１２２３・茨城県牛久市城中町・じようちゆうちよう

　　３００-１２２４・茨城県牛久市庄兵衛新田町・しようべえしんでんちよう

　　３００-１２２５・茨城県牛久市新地町・しんちちよう

　　３００-１２３７・茨城県牛久市田宮・たぐう

　　３００-１２３６・茨城県牛久市田宮町・たぐうちよう

　　３００-１２３４・茨城県牛久市中央・ちゆうおう

　　３００-１２１５・茨城県牛久市遠山町・とおやまちよう

　　３００-１２０２・茨城県牛久市中根町・なかねちよう

　　３００-１２０５・茨城県牛久市東大和田町・ひがしおおわだちよう

　　３００-１２０１・茨城県牛久市東猯穴町・ひがしまみあなちよう

　　３００-１２０６・茨城県牛久市ひたち野西・ひたちのにじ

　　３００-１２０７・茨城県牛久市ひたち野東・ひたちのひがじ

　　３００-１２８７・茨城県牛久市福田町・ふくだちよう

　　３００-１２２２・茨城県牛久市南・みなみ

　　３０５-００００・茨城県つくば市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３０５-００６２・茨城県つくば市赤塚・あかつか

　　３００-４２０３・茨城県つくば市明石・あけじ

　　３０５-０８０４・茨城県つくば市旭（１）・あさひ(１)

　　３００-２６３２・茨城県つくば市旭（その他）・あさひ(そのた)

　　３００-４２０５・茨城県つくば市安食・あじき

　　３００-１２６１・茨城県つくば市あしび野・あしびの

　　３０５-００３１・茨城県つくば市吾妻・あつﾞま

　　３０５-０００５・茨城県つくば市天久保・あまくほﾞ

　　３００-１２５３・茨城県つくば市天宝喜・あまほﾞうき

　　３０５-０８３５・茨城県つくば市新井・あらい

　　３０５-００７６・茨城県つくば市新牧田・あらまきだ

　　３０５-０８７４・茨城県つくば市飯田・いいだ

　　３００-４２４３・茨城県つくば市池田・いけだ

　　３０５-０９０１・茨城県つくば市池の台（２）・いけのだい(２)

　　３００-１２４０・茨城県つくば市池の台（その他）・いけのだい(そのた)

　　３００-１２６９・茨城県つくば市池向・いけむかい

　　３００-４２３５・茨城県つくば市泉・いずみ

　　３００-４２４８・茨城県つくば市磯部・いそべ

　　３０５-００７３・茨城県つくば市市之台・いちのだい

　　３０５-００７１・茨城県つくば市稲岡・いなおか

　　３００-１２５９・茨城県つくば市稲荷原・いなりはら

　　３０５-００６１・茨城県つくば市稲荷前・いなりまえ

　　３０５-０８５５・茨城県つくば市今泉・いまいずみ

　　３００-２６４１・茨城県つくば市今鹿島・いまかしま

　　３０５-０００２・茨城県つくば市上野・うえの

　　３０５-００２３・茨城県つくば市上ノ室・うえのむろ

　　３００-４２１１・茨城県つくば市臼井・うすい

　　３００-１２７５・茨城県つくば市梅ケ丘・うめがおか

　　３０５-００４５・茨城県つくば市梅園・うめぞの

　　３００-４２１６・茨城県つくば市漆所・うるしじよ

　　３０５-０８５３・茨城県つくば市榎戸・えのきど

　　３０５-００１６・茨城県つくば市大・おお

　　３００-１２４３・茨城県つくば市大井・おおい

　　３００-４２２１・茨城県つくば市大形・おおがた

　　３００-２６１１・茨城県つくば市大久保・おおくほﾞ

　　３０５-０８４５・茨城県つくば市大白硲・おおじらはざま

　　３００-２６１２・茨城県つくば市大砂・おおすな

　　３００-３２５３・茨城県つくば市大曽根・おおぞね

　　３００-４２１８・茨城県つくば市大貫・おおぬき

　　３００-１２６７・茨城県つくば市大舟戸・おおふなと

　　３０５-０８０１・茨城県つくば市大穂（１－１）・おおほ(１-１)

　　３００-３２５６・茨城県つくば市大穂（その他）・おおほ(そのた)

　　３０５-０８５１・茨城県つくば市大わし・おおわじ

　　３０５-００２６・茨城県つくば市岡村新田・おかむらしんでん

　　３００-１２５５・茨城県つくば市小茎・おぐき

　　３００-３２６５・茨城県つくば市長高野・おさごうや

　　３００-４２１５・茨城県つくば市小沢・おざわ

　　３００-４２２３・茨城県つくば市小田・おだ



　　３００-２６５１・茨城県つくば市鬼ケ窪・おにがくほﾞ

　　３０５-００５３・茨城県つくば市小野川・おのがわ

　　３０５-００３４・茨城県つくば市小野崎・おのざき

　　３００-２６５３・茨城県つくば市面野井・おものい

　　３０５-０８１６・茨城県つくば市学園の森・がくえんのもり

　　３０５-０８１８・茨城県つくば市学園南・がくえんみなみ

　　３０５-００６４・茨城県つくば市梶内・かじうち

　　３００-３２５４・茨城県つくば市鹿島台・かしまだい

　　３０５-０８２１・茨城県つくば市春日・かすが

　　３０５-０８７７・茨城県つくば市片田・かただ

　　３０５-０８２４・茨城県つくば市葛城根崎・かつらぎねさき

　　３００-２６５７・茨城県つくば市香取台・かとりだい

　　３００-２６２２・茨城県つくば市要・かなめ

　　３００-１２７４・茨城県つくば市上岩崎・かみいわさき

　　３００-４３５１・茨城県つくば市上大島・かみおおしま

　　３０５-０８７１・茨城県つくば市上萱丸・かみかやまる

　　３００-２６６８・茨城県つくば市かみかわ・かみかわ

　　３００-２６６１・茨城県つくば市上河原崎・かみかわらざき

　　３００-２６４５・茨城県つくば市上郷・かみごう

　　３０５-００１１・茨城県つくば市上境・かみざかい

　　３００-２６１４・茨城県つくば市上里・かみさと

　　３００-４２４６・茨城県つくば市上沢・かみさわ

　　３００-４２４１・茨城県つくば市上菅間・かみすがま

　　３０５-００５５・茨城県つくば市上原・かみはら

　　３０５-００４１・茨城県つくば市上広岡・かみひろおか

　　３０５-０８５４・茨城県つくば市上横場・かみよこはﾞ

　　３０５-０８２２・茨城県つくば市苅間・かりま

　　３００-４２１２・茨城県つくば市神郡・かんごおり

　　３０５-０８５６・茨城県つくば市観音台・かんのんだい

　　３０５-００２２・茨城県つくば市吉瀬・きせ

　　３００-４２３２・茨城県つくば市北太田・きたおおた

　　３０５-０８１１・茨城県つくば市北郷・きたさと

　　３０５-００７２・茨城県つくば市北中島・きたなかじま

　　３０５-００６６・茨城県つくば市北中妻・きたなかつﾞま

　　３００-３２６６・茨城県つくば市北原・きたはら

　　３００-４２３３・茨城県つくば市君島・きみじま

　　３００-１２７２・茨城県つくば市茎崎・くきざき

　　３００-４３５４・茨城県つくば市国松・くにまつ

　　３００-１２６２・茨城県つくば市九万坪・くまんつほﾞ

　　３０５-００２４・茨城県つくば市倉掛・くらかけ

　　３０５-０００１・茨城県つくば市栗原・くりはら

　　３０５-０８１７・茨城県つくば市研究学園・けんきゆうがくえん

　　３００-４２３６・茨城県つくば市小泉・こいずみ

　　３００-２６４２・茨城県つくば市高野・こうや

　　３０５-００７４・茨城県つくば市高野台・こうやだい

　　３００-４２０２・茨城県つくば市高野原新田・こうやはらしんでん

　　３０５-０８４４・茨城県つくば市小白硲・こじらはざま

　　３００-２６１６・茨城県つくば市五人受・ごにんうけ

　　３００-２６４４・茨城県つくば市木俣・このまた

　　３００-１２７７・茨城県つくば市駒込・こまごめ

　　３００-１２７６・茨城県つくば市小山・こやま

　　３００-４２２４・茨城県つくば市小和田・こわだ

　　３０５-００１８・茨城県つくば市金田・こんだ

　　３００-３２５１・茨城県つくば市佐・さ

　　３０５-００２８・茨城県つくば市妻木・さいき

　　３０５-００３６・茨城県つくば市西郷・さいごう

　　３０５-０８６７・茨城県つくば市境田・さかいだ

　　３０５-０８６４・茨城県つくば市境松・さかいまつ

　　３０５-００１３・茨城県つくば市栄・さかえ

　　３０５-０００３・茨城県つくば市桜・さくら

　　３００-１２７１・茨城県つくば市桜が丘・さくらがおか

　　３０５-００１９・茨城県つくば市さくらの森・さくらのもり

　　３００-２６３７・茨城県つくば市酒丸・さけまる

　　３０５-００４３・茨城県つくば市大角豆・ささぎ

　　３００-３２６４・茨城県つくば市篠崎・しのざき

　　３０５-０００４・茨城県つくば市柴崎・しはﾞさき

　　３０５-０８３３・茨城県つくば市島・しま

　　３００-２６５５・茨城県つくば市島名・しまな

　　３００-１２７３・茨城県つくば市下岩崎・しもいわさき

　　３００-４２２２・茨城県つくば市下大島・しもおおしま



　　３０５-０８７２・茨城県つくば市下萱丸・しもかやまる

　　３００-２６６２・茨城県つくば市下河原崎・しもかわらざき

　　３０５-００６３・茨城県つくば市下原・しもはら

　　３０５-０８１３・茨城県つくば市下平塚・しもひらつか

　　３０５-００４２・茨城県つくば市下広岡・しもひろおか

　　３００-２６６６・茨城県つくば市下別府・しもべつふﾟ

　　３０５-００７５・茨城県つくば市下横場・しもよこはﾞ

　　３００-１２６６・茨城県つくば市自由ケ丘・じゆうがおか

　　３０５-００１４・茨城県つくば市松栄・しようえい

　　３００-１２５１・茨城県つくば市城山・しろやま

　　３０５-０８４７・茨城県つくば市陣場・じんはﾞ

　　３００-１２４６・茨城県つくば市菅間・すがま

　　３００-４２１７・茨城県つくば市杉木・すぎのき

　　３００-２６５８・茨城県つくば市諏訪・すわ

　　３０５-００４７・茨城県つくば市千現・せんげん

　　３０５-０８６８・茨城県つくば市台町・だいまち

　　３０５-０８４６・茨城県つくば市平・たいら

　　３００-１２４５・茨城県つくば市高崎・たかさき

　　３００-２６６５・茨城県つくば市高須賀・たかすか

　　３００-２６５２・茨城県つくば市高田・たかた

　　３０５-００７７・茨城県つくば市鷹野原・たかのはら

　　３００-１２５２・茨城県つくば市高見原・たかみはら

　　３００-２６６９・茨城県つくば市高山・たかやま

　　３００-２６６４・茨城県つくば市高良田・たからだ

　　３００-２６１５・茨城県つくば市田倉・たくら

　　３０５-００３２・茨城県つくば市竹園・たけぞの

　　３０５-０８０２・茨城県つくば市立原（１、２、３）・たちはら(１､２､３)

　　３００-３２６３・茨城県つくば市立原（その他）・たちはら(そのた)

　　３０５-００６７・茨城県つくば市館野・たての

　　３００-４２４４・茨城県つくば市田中・たなか

　　３００-３２５５・茨城県つくば市玉取・たまとり

　　３００-４２５１・茨城県つくば市田水山・たみやま

　　３００-４３５２・茨城県つくば市筑波・つくはﾞ

　　３００-３２５７・茨城県つくば市筑穂・つくほ

　　３００-４２０４・茨城県つくば市作谷・つくりや

　　３００-２６３６・茨城県つくば市土田・つちだ

　　３００-２６４７・茨城県つくば市手子生・てごまる

　　３０５-０８３４・茨城県つくば市手代木・てしろぎ

　　３００-４２０１・茨城県つくば市寺具・てらぐ

　　３０５-０００６・茨城県つくば市天王台・てんのうだい

　　３００-２６３５・茨城県つくば市東光台・とうこうだい

　　３００-２６３３・茨城県つくば市遠東・とおひがじ

　　３００-２６４８・茨城県つくば市豊里の杜・とよさとのもり

　　３０５-００６８・茨城県つくば市中内・なかうち

　　３００-４２４２・茨城県つくば市中菅間・なかすがま

　　３０５-００１２・茨城県つくば市中根・なかね

　　３０５-０８７３・茨城県つくば市中野・なかの

　　３００-２６３９・茨城県つくば市中東・なかひがじ

　　３００-２６３４・茨城県つくば市中東原新田・なかひがしはらしんでん

　　３００-２６６７・茨城県つくば市中別府・なかべつふﾟ

　　３０５-００５２・茨城県つくば市長峰・ながみね

　　３００-１２６８・茨城県つくば市中山・なかやま

　　３００-２６６３・茨城県つくば市鍋沼新田・なべぬましんでん

　　３０５-００４４・茨城県つくば市並木・なみき

　　３００-１２６０・茨城県つくば市西大井・にしおおい

　　３０５-００５４・茨城県つくば市西大沼・にしおおぬま

　　３０５-０８３１・茨城県つくば市西大橋・にしおおはじ

　　３０５-０８３２・茨城県つくば市西岡・にしおか

　　３０５-０８７６・茨城県つくば市西栗山・にしくりやま

　　３００-２６１３・茨城県つくば市西高野・にしごうや

　　３００-２６２４・茨城県つくば市西沢・にしざわ

　　３０５-０９０２・茨城県つくば市西の沢（畜産試験場圃場）・にしのさわ

　　３００-１２４７・茨城県つくば市西の沢（その他）・にしのさわ(そのた)

　　３０５-０８１５・茨城県つくば市西原・にしはら

　　３０５-０８１４・茨城県つくば市西平塚・にしひらつか

　　３０５-００５１・茨城県つくば市二の宮・にのみや

　　３００-２６３１・茨城県つくば市沼崎・ぬまざき

　　３００-４３５３・茨城県つくば市沼田・ぬまた

　　３０５-０８６５・茨城県つくば市根崎・ねさき

　　３００-２６４３・茨城県つくば市野畑・のはﾞた



　　３００-３２６２・茨城県つくば市蓮沼・はすぬま

　　３０５-０８４３・茨城県つくば市八幡台・はちまんだい

　　３００-２６３８・茨城県つくば市百家・はつけ

　　３００-１２６４・茨城県つくば市泊崎・はつさき

　　３０５-０８７５・茨城県つくば市花島新田・はなしましんでん

　　３０５-００２９・茨城県つくば市花園・はなぞの

　　３０５-０８０５・茨城県つくば市花畑（１－７－１）・はなはﾞたけ(１-７-１)

　　３００-３２６１・茨城県つくば市花畑（その他）・はなはﾞたけ(そのた)

　　３０５-００２５・茨城県つくば市花室・はなむろ

　　３０５-０８５７・茨城県つくば市羽成・はなれ

　　３０５-０８２３・茨城県つくば市原・はら

　　３０５-０００７・茨城県つくば市春風台・はるかぜだい

　　３００-２６５９・茨城県つくば市万博公園西・はﾞんはﾟくこうえんにじ

　　３０５-００４６・茨城県つくば市東・ひがじ

　　３０５-００３３・茨城県つくば市東新井・ひがしあらい

　　３０５-００２７・茨城県つくば市東岡・ひがしおか

　　３０５-０８１２・茨城県つくば市東平塚・ひがしひらつか

　　３０５-０８６２・茨城県つくば市東丸山・ひがしまるやま

　　３００-１２４２・茨城県つくば市樋の沢・ひのさわ

　　３００-４２１３・茨城県つくば市平沢・ひらさわ

　　３００-１２６３・茨城県つくば市富士見台・ふじみだい

　　３０５-０８５２・茨城県つくば市藤本・ふじもと

　　３０５-００２１・茨城県つくば市古来・ふるく

　　３０５-０８６６・茨城県つくば市古館・ふるだて

　　３００-４２３１・茨城県つくば市北条・ほうじよう

　　３００-１２７８・茨城県つくば市房内・ほﾞうち

　　３００-１２５４・茨城県つくば市宝陽台・ほうようだい

　　３００-１２６５・茨城県つくば市細見・ほそみ

　　３００-４２４９・茨城県つくば市洞下・ほらげ

　　３００-２６２３・茨城県つくば市本沢・ほんざわ

　　３００-３２６７・茨城県つくば市前野・まえの

　　３００-１２４１・茨城県つくば市牧園・まきぞの

　　３００-２６５６・茨城県つくば市真瀬・ませ

　　３０５-００３５・茨城県つくば市松代・まつしろ

　　３０５-００１５・茨城県つくば市松塚・まつつﾞか

　　３０５-００５６・茨城県つくば市松野木・まつのき

　　３０５-０９０３・茨城県つくば市松の里（１）・まつのさと(１)

　　３００-１２４４・茨城県つくば市松の里（その他）・まつのさと(そのた)

　　３００-２６５４・茨城県つくば市水堀・みずほﾞり

　　３０５-０８６３・茨城県つくば市緑が丘・みどりがおか

　　３００-２６４６・茨城県つくば市緑ケ原・みどりがはら

　　３０５-０８８１・茨城県つくば市みどりの・みどりの

　　３０５-０８８２・茨城県つくば市みどりの中央・みどりのちゆうおう

　　３０５-０８８３・茨城県つくば市みどりの東・みどりのひがじ

　　３０５-０８８４・茨城県つくば市みどりの南・みどりのみなみ

　　３０５-００６５・茨城県つくば市南中妻・みなみなかつﾞま

　　３０５-０８０３・茨城県つくば市南原（２）・みなみはら(２)

　　３００-２６２１・茨城県つくば市南原（その他）・みなみはら(そのた)

　　３００-４２４５・茨城県つくば市水守・みもり

　　３０５-０８４１・茨城県つくば市御幸が丘・みゆきがおか

　　３００-１２５７・茨城県つくば市明神・みようじん

　　３００-１２５６・茨城県つくば市森の里・もりのさと

　　３０５-０８４２・茨城県つくば市柳橋・やぎはじ

　　３０５-０８６１・茨城県つくば市谷田部・やたべ

　　３００-４２３４・茨城県つくば市山木・やまき

　　３００-４２１４・茨城県つくば市山口・やまぐち

　　３０５-０８３６・茨城県つくば市山中・やまなか

　　３０５-００１７・茨城県つくば市横町・よこまち

　　３００-２６１７・茨城県つくば市吉沼・よしぬま

　　３０５-０００８・茨城県つくば市流星台・りゆうせいだい

　　３００-１２５８・茨城県つくば市六斗・ろくと

　　３００-１２４８・茨城県つくば市若栗・わかぐり

　　３００-１２４９・茨城県つくば市若葉・わかはﾞ

　　３００-３２５２・茨城県つくば市若森・わかもり

　　３００-４２４７・茨城県つくば市和台・わだい

　　３１２-００００・茨城県ひたちなか市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３１２-００５６・茨城県ひたちなか市青葉町・あおはﾞちよう

　　３１１-１２４１・茨城県ひたちなか市赤坂・あかさか

　　３１１-１２６４・茨城県ひたちなか市浅井内・あさいない

　　３１１-１２０１・茨城県ひたちなか市阿字ケ浦町・あじがうらちよう



　　３１１-１２５５・茨城県ひたちなか市雨沢谷津・あめざわやつ

　　３１２-００５７・茨城県ひたちなか市石川町・いしかわちよう

　　３１１-１２０２・茨城県ひたちなか市磯崎町・いそざきちよう

　　３１２-００３３・茨城県ひたちなか市市毛・いちげ

　　３１２-００６１・茨城県ひたちなか市稲田・いなだ

　　３１１-１２１３・茨城県ひたちなか市牛久保・うしくほﾞ

　　３１２-００１４・茨城県ひたちなか市後野・うしろの

　　３１２-００３５・茨城県ひたちなか市枝川・えだかわ

　　３１２-００２３・茨城県ひたちなか市大平・おおだいら

　　３１１-１２６３・茨城県ひたちなか市和尚塚・おしようつか

　　３１２-０００７・茨城県ひたちなか市小貫山・おぬきやま

　　３１２-００４７・茨城県ひたちなか市表町・おもてちよう

　　３１１-１２２２・茨城県ひたちなか市海門町・かいもんちよう

　　３１２-００４８・茨城県ひたちなか市春日町・かすがちよう

　　３１２-００２４・茨城県ひたちなか市勝倉・かつくら

　　３１２-００４６・茨城県ひたちなか市勝田泉町・かつたいずみちよう

　　３１２-００４５・茨城県ひたちなか市勝田中央・かつたちゆうおう

　　３１２-００２７・茨城県ひたちなか市勝田中原町・かつたなかはらちよう

　　３１２-００２６・茨城県ひたちなか市勝田本町・かつたほんちよう

　　３１２-００２２・茨城県ひたちなか市金上・かねあげ

　　３１２-００１３・茨城県ひたちなか市上野・かみの

　　３１１-１２０７・茨城県ひたちなか市烏ケ台・からすがだい

　　３１１-１２４３・茨城県ひたちなか市北神敷台・きたかみしきだい

　　３１２-００４３・茨城県ひたちなか市共栄町・きようえいちよう

　　３１２-０００２・茨城県ひたちなか市高野・こうや

　　３１１-１２３６・茨城県ひたちなか市国神前・こくじんまえ

　　３１２-００１５・茨城県ひたちなか市小砂町・こすなちよう

　　３１２-００３１・茨城県ひたちなか市後台・ごだい

　　３１１-１２５３・茨城県ひたちなか市小谷金・こやがね

　　３１２-００５８・茨城県ひたちなか市西光地・さいこうち

　　３１１-１２２６・茨城県ひたちなか市幸町・さいわいちよう

　　３１１-１２２３・茨城県ひたちなか市栄町・さかえちよう

　　３１２-００１８・茨城県ひたちなか市笹野町・ささのちよう

　　３１２-０００１・茨城県ひたちなか市佐和・さわ

　　３１１-１２１１・茨城県ひたちなか市沢メキ・さわめき

　　３１１-１２４７・茨城県ひたちなか市四十発句・しじゆうほつく

　　３１１-１２２５・茨城県ひたちなか市釈迦町・しやかまち

　　３１１-１２０５・茨城県ひたちなか市十三奉行・じゆうさんぶぎよう

　　３１２-０００５・茨城県ひたちなか市新光町・しんこうちよう

　　３１１-１２３７・茨城県ひたちなか市関戸・せきど

　　３１１-１２４６・茨城県ひたちなか市相金町・そうがねちよう

　　３１２-００５３・茨城県ひたちなか市外野・そとの

　　３１２-００５５・茨城県ひたちなか市大成町・たいせいちよう

　　３１２-００６２・茨城県ひたちなか市高場・たかはﾞ

　　３１２-００２５・茨城県ひたちなか市武田・たけだ

　　３１１-１２４５・茨城県ひたちなか市館山・たてやま

　　３１１-１２３５・茨城県ひたちなか市田中後・たなかうしろ

　　３１２-００６３・茨城県ひたちなか市田彦・たびこ

　　３１１-１２４８・茨城県ひたちなか市田宮原・たみやはら

　　３１２-０００３・茨城県ひたちなか市足崎・たらざき

　　３１２-００３２・茨城県ひたちなか市津田・つだ

　　３１２-００３６・茨城県ひたちなか市津田東・つだひがじ

　　３１１-１２６１・茨城県ひたちなか市鶴代・つるしろ

　　３１１-１２２７・茨城県ひたちなか市洞下町・どうしたちよう

　　３１２-００５１・茨城県ひたちなか市堂端・どうはた

　　３１１-１２６２・茨城県ひたちなか市道メキ・どうめき

　　３１１-１２１２・茨城県ひたちなか市殿山町・とのやまちよう

　　３１２-００１１・茨城県ひたちなか市中根・なかね

　　３１２-０００４・茨城県ひたちなか市長砂・ながすな

　　３１２-００１７・茨城県ひたちなか市長堀町・ながほりちよう

　　３１１-１２５４・茨城県ひたちなか市新堤・にいつﾞつみ

　　３１１-１２４２・茨城県ひたちなか市西赤坂・にしあかさか

　　３１２-００４１・茨城県ひたちなか市西大島・にしおおしま

　　３１１-１２０６・茨城県ひたちなか市西十三奉行・にしじゆうさんぶぎよう

　　３１２-００５４・茨城県ひたちなか市はしかべ・はしかべ

　　３１１-１２２８・茨城県ひたちなか市八幡町・はちまんちよう

　　３１２-００５２・茨城県ひたちなか市東石川・ひがしいしかわ

　　３１２-００４２・茨城県ひたちなか市東大島・ひがしおおしま

　　３１１-１２１５・茨城県ひたちなか市東本町・ひがしほんちよう

　　３１１-１２０３・茨城県ひたちなか市平磯町・ひらいそちよう



　　３１１-１２０４・茨城県ひたちなか市平磯遠原町・ひらいそとおはらちよう

　　３１１-１２１８・茨城県ひたちなか市富士ノ上・ふじのうえ

　　３１１-１２１７・茨城県ひたちなか市富士ノ下・ふじのした

　　３１１-１２６６・茨城県ひたちなか市船窪・ふなくほﾞ

　　３１１-１２５２・茨城県ひたちなか市部田野・へたの

　　３１１-１２３３・茨城県ひたちなか市堀川・ほりかわ

　　３１２-００３４・茨城県ひたちなか市堀口・ほりぐち

　　３１２-０００６・茨城県ひたちなか市前浜・まえはま

　　３１２-００１６・茨城県ひたちなか市松戸町・まつどちよう

　　３１２-００１２・茨城県ひたちなか市馬渡・まわたり

　　３１１-１２６７・茨城県ひたちなか市廻り目・まわりめ

　　３１１-１２３８・茨城県ひたちなか市美田多町・みただちよう

　　３１２-００２１・茨城県ひたちなか市三反田・みたんだ

　　３１１-１２１６・茨城県ひたちなか市湊泉町・みなといずみちよう

　　３１１-１２２９・茨城県ひたちなか市湊中央・みなとちゆうおう

　　３１１-１２６８・茨城県ひたちなか市湊中原・みなとなかはら

　　３１１-１２２１・茨城県ひたちなか市湊本町・みなとほんちよう

　　３１１-１２４４・茨城県ひたちなか市南神敷台・みなみかみしきだい

　　３１１-１２３４・茨城県ひたちなか市峰後・みねうしろ

　　３１１-１２６５・茨城県ひたちなか市狢谷津・むじなやつ

　　３１２-００４４・茨城県ひたちなか市元町・もとまち

　　３１１-１２３２・茨城県ひたちなか市柳が丘・やなぎがおか

　　３１１-１２３１・茨城県ひたちなか市柳沢・やなぎさわ

　　３１１-１２５１・茨城県ひたちなか市山崎・やまざき

　　３１１-１２２４・茨城県ひたちなか市山ノ上町・やまのうえちよう

　　３１１-１２１４・茨城県ひたちなか市和田町・わだちよう

　　３１４-００００・茨城県鹿嶋市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３１４-００２１・茨城県鹿嶋市粟生・あおう

　　３１１-２２１１・茨城県鹿嶋市青塚・あおつか

　　３１４-０００２・茨城県鹿嶋市明石・あかじ

　　３１４-００１７・茨城県鹿嶋市旭ケ丘・あさひがおか

　　３１１-２２０４・茨城県鹿嶋市荒井・あらい

　　３１４-００１５・茨城県鹿嶋市泉川・いずみがわ

　　３１４-００３６・茨城県鹿嶋市大船津・おおふなつ

　　３１４-０００４・茨城県鹿嶋市下津・おりつ

　　３１１-２２１５・茨城県鹿嶋市和・かず

　　３１４-００３７・茨城県鹿嶋市神野・かの

　　３１４-００２８・茨城県鹿嶋市木滝・きたき

　　３１４-００２６・茨城県鹿嶋市木滝佐田谷原入会・きたきさだやわらいりあい

　　３１４-００３１・茨城県鹿嶋市宮中・きゆうちゆう

　　３１４-００１６・茨城県鹿嶋市国末・くにすえ

　　３１４-００３０・茨城県鹿嶋市厨・くりや

　　３１１-２２２１・茨城県鹿嶋市荒野・こうや

　　３１４-０００３・茨城県鹿嶋市小宮作・こみやさく

　　３１１-２２２２・茨城県鹿嶋市小山・こやま

　　３１４-００２７・茨城県鹿嶋市佐田・さだ

　　３１４-００４４・茨城県鹿嶋市猿田・さるた

　　３１１-２２０７・茨城県鹿嶋市志崎・しざき

　　３１４-０００１・茨城県鹿嶋市清水・しみず

　　３１４-００２５・茨城県鹿嶋市下塙・しもはなわ

　　３１４-００３８・茨城県鹿嶋市城山・しろやま

　　３１４-０００７・茨城県鹿嶋市神向寺・じんこうじ

　　３１４-００１３・茨城県鹿嶋市新浜・しんはま

　　３１４-００４７・茨城県鹿嶋市須賀・すか

　　３１１-２２０１・茨城県鹿嶋市大小志崎・だいしようしざき

　　３１４-０００５・茨城県鹿嶋市高天原・たかまがはら

　　３１１-２２０６・茨城県鹿嶋市武井・たけい

　　３１１-２２０２・茨城県鹿嶋市武井釜・たけいがま

　　３１１-２２１４・茨城県鹿嶋市棚木・たなぎ

　　３１４-００４２・茨城県鹿嶋市田野辺・たのべ

　　３１４-００４３・茨城県鹿嶋市田谷・たや

　　３１４-００４８・茨城県鹿嶋市田谷沼・たやぬま

　　３１１-２２０５・茨城県鹿嶋市津賀・つが

　　３１１-２２１２・茨城県鹿嶋市角折・つのおれ

　　３１４-００４６・茨城県鹿嶋市爪木・つまぎ

　　３１１-２２１３・茨城県鹿嶋市中・なか

　　３１４-００２２・茨城県鹿嶋市長栖・ながす

　　３１１-２２２４・茨城県鹿嶋市奈良毛・ならげ

　　３１４-００４１・茨城県鹿嶋市沼尾・ぬまお

　　３１４-００３５・茨城県鹿嶋市根三田・ねさんだ



　　３１４-００３４・茨城県鹿嶋市鉢形・はちがた

　　３１４-００３３・茨城県鹿嶋市鉢形台・はちがただい

　　３１１-２２０３・茨城県鹿嶋市浜津賀・はまつが

　　３１１-２２２３・茨城県鹿嶋市林・はやじ

　　３１４-００１４・茨城県鹿嶋市光・ひかり

　　３１４-００１２・茨城県鹿嶋市平井・ひらい

　　３１４-００３９・茨城県鹿嶋市緑ヶ丘・みどりがおか

　　３１４-００１１・茨城県鹿嶋市港ケ丘・みなとがおか

　　３１４-００３２・茨城県鹿嶋市宮下・みやした

　　３１４-０００６・茨城県鹿嶋市宮津台・みやつだい

　　３１４-００４５・茨城県鹿嶋市山之上・やまのうえ

　　３１４-００２３・茨城県鹿嶋市谷原・やわら

　　３１４-００２４・茨城県鹿嶋市鰐川・わにがわ

　　３１１-２４００・茨城県潮来市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３１１-２４２５・茨城県潮来市あやめ・あやめ

　　３１１-２４２４・茨城県潮来市潮来・いたこ

　　３１１-２４３６・茨城県潮来市牛堀・うしほﾞり

　　３１１-２４３５・茨城県潮来市上戸・うわと

　　３１１-２４０２・茨城県潮来市大生・おおう

　　３１１-２４０１・茨城県潮来市大賀・おおが

　　３１１-２４２２・茨城県潮来市大洲・おおす

　　３１１-２４２６・茨城県潮来市大塚野・おおつかの

　　３１１-２４４１・茨城県潮来市大山・おおやま

　　３１１-２４０３・茨城県潮来市釜谷・かまや

　　３１１-２４４０・茨城県潮来市川尾・かわお

　　３１１-２４３１・茨城県潮来市清水・きよみず

　　３１１-２４４２・茨城県潮来市小泉・こいずみ

　　３１１-２４４４・茨城県潮来市小泉南・こいずみみなみ

　　３１１-２４０７・茨城県潮来市下田・しただ

　　３１１-２４３４・茨城県潮来市島須・します

　　３１１-２４０６・茨城県潮来市新宮・しんぐう

　　３１１-２４４３・茨城県潮来市新宮南・しんぐうみなみ

　　３１１-２４４８・茨城県潮来市須賀・すか

　　３１１-２４４６・茨城県潮来市須賀南・すかみなみ

　　３１１-２４０８・茨城県潮来市洲崎・すさき

　　３１１-２４０５・茨城県潮来市築地・ついじ

　　３１１-２４２１・茨城県潮来市辻・つじ

　　３１１-２４１８・茨城県潮来市徳島・とくしま

　　３１１-２４３７・茨城県潮来市永山・ながやま

　　３１１-２４１５・茨城県潮来市延方・のぶかた

　　３１１-２４０９・茨城県潮来市延方東・のぶかたひがじ

　　３１１-２４１０・茨城県潮来市延方西・のぶかたにじ

　　３１１-２４２３・茨城県潮来市日の出・ひので

　　３１１-２４１９・茨城県潮来市福島・ふくしま

　　３１１-２４４９・茨城県潮来市古高・ふつたか

　　３１１-２４３３・茨城県潮来市堀之内・ほりのうち

　　３１１-２４１６・茨城県潮来市前川・まえかわ

　　３１１-２４４７・茨城県潮来市曲松・まがりまつ

　　３１１-２４４５・茨城県潮来市曲松南・まがりまつみなみ

　　３１１-２４０４・茨城県潮来市水原・みずはら

　　３１１-２４１２・茨城県潮来市宮前・みやまえ

　　３１１-２４３２・茨城県潮来市茂木・もとぎ

　　３１１-２４１７・茨城県潮来市米島・よねじま

　　３０２-０１００・茨城県守谷市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３０２-０１１１・茨城県守谷市赤法花・あかほﾞつけ

　　３０２-０１０１・茨城県守谷市板戸井・いたとい

　　３０２-０１１６・茨城県守谷市大柏・おおがしわ

　　３０２-０１０７・茨城県守谷市大木・おおき

　　３０２-０１０３・茨城県守谷市大山新田・おおやましんでん

　　３０２-０１２３・茨城県守谷市乙子・おとご

　　３０２-０１０４・茨城県守谷市久保ケ丘・くほﾞがおか

　　３０２-０１２８・茨城県守谷市けやき台・けやきだい

　　３０２-０１２５・茨城県守谷市高野・こうや

　　３０２-０１１９・茨城県守谷市御所ケ丘・ごしよがおか

　　３０２-０１２２・茨城県守谷市小山・こやま

　　３０２-０１２６・茨城県守谷市鈴塚・すずつか

　　３０２-０１１８・茨城県守谷市立沢・たつざわ

　　３０２-０１１５・茨城県守谷市中央・ちゆうおう

　　３０２-０１１２・茨城県守谷市同地・どうち

　　３０２-０１１７・茨城県守谷市野木崎・のぎさき



　　３０２-０１３１・茨城県守谷市ひがし野・ひがしの

　　３０２-０１０９・茨城県守谷市本町・ほんちよう

　　３０２-０１２７・茨城県守谷市松ケ丘・まつがおか

　　３０２-０１０８・茨城県守谷市松並・まつなみ

　　３０２-０１３２・茨城県守谷市松並青葉・まつなみあおはﾞ

　　３０２-０１０２・茨城県守谷市松前台・まつまえだい

　　３０２-０１２１・茨城県守谷市みずき野・みずきの

　　３０２-０１２４・茨城県守谷市美園・みその

　　３０２-０１０６・茨城県守谷市緑・みどり

　　３０２-０１０５・茨城県守谷市薬師台・やくしだい

　　３０２-０１１０・茨城県守谷市百合ケ丘・ゆりがおか

　　３１９-２２００・茨城県常陸大宮市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３１１-４６１１・茨城県常陸大宮市秋田・あきた

　　３１９-２１３５・茨城県常陸大宮市石沢・いしざわ

　　３１９-２１４４・茨城県常陸大宮市泉・いずみ

　　３１９-２４１５・茨城県常陸大宮市入本郷・いりほんごう

　　３１９-２２１１・茨城県常陸大宮市岩崎・いわざき

　　３１９-２２５１・茨城県常陸大宮市姥賀町・うはﾞがちよう

　　３１９-２１４５・茨城県常陸大宮市宇留野・うるの

　　３１９-２４１８・茨城県常陸大宮市大岩・おおいわ

　　３１９-２２０３・茨城県常陸大宮市小倉・おぐら

　　３１９-３１１６・茨城県常陸大宮市長田・おさだ

　　３１９-２４１２・茨城県常陸大宮市小瀬沢・おせざわ

　　３１９-２６０２・茨城県常陸大宮市小田野・おたの

　　３１９-２４０５・茨城県常陸大宮市小玉・おだま

　　３１９-３１１２・茨城県常陸大宮市小貫・おぬき

　　３１９-２１３３・茨城県常陸大宮市小野・おの

　　３１９-２１３２・茨城県常陸大宮市小場・おはﾞ

　　３１１-４５０１・茨城県常陸大宮市門井・かどい

　　３１１-４６１４・茨城県常陸大宮市金井・かない

　　３１１-４６１７・茨城県常陸大宮市上伊勢畑・かみいせはた

　　３１９-２１４２・茨城県常陸大宮市上岩瀬・かみいわせ

　　３１９-２２１２・茨城県常陸大宮市上大賀・かみおおが

　　３１９-２４０１・茨城県常陸大宮市上小瀬・かみおせ

　　３１９-２２６１・茨城県常陸大宮市上町・かみちよう

　　３１９-２５１１・茨城県常陸大宮市上檜沢・かみひざわ

　　３１９-２１３６・茨城県常陸大宮市上村田・かみむらた

　　３１９-２２２６・茨城県常陸大宮市北塩子・きたしおご

　　３１９-２２５４・茨城県常陸大宮市北町・きたちよう

　　３１９-３１０４・茨城県常陸大宮市北富田・きたとみだ

　　３１９-２４０４・茨城県常陸大宮市国長・くにおさ

　　３１９-３１０１・茨城県常陸大宮市久隆・くりゆう

　　３１９-２２１３・茨城県常陸大宮市小祝・こいわい

　　３１９-２１３４・茨城県常陸大宮市工業団地・こうぎようだんち

　　３１９-２４１１・茨城県常陸大宮市小舟・こぶね

　　３１９-２２６４・茨城県常陸大宮市栄町・さかえちよう

　　３１９-２２０２・茨城県常陸大宮市塩原・しおはﾞら

　　３１１-４６１５・茨城県常陸大宮市下伊勢畑・しもいせはた

　　３１９-２１４１・茨城県常陸大宮市下岩瀬・しもいわせ

　　３１９-２４０２・茨城県常陸大宮市下小瀬・しもおせ

　　３１９-２２６２・茨城県常陸大宮市下町・しもちよう

　　３１９-２５１２・茨城県常陸大宮市下檜沢・しもひざわ

　　３１９-２１３１・茨城県常陸大宮市下村田・しもむらた

　　３１９-２４１６・茨城県常陸大宮市千田・せんだ

　　３１９-２２１４・茨城県常陸大宮市鷹巣・たかす

　　３１９-２６０１・茨城県常陸大宮市高部・たかぶ

　　３１９-２２５３・茨城県常陸大宮市高渡町・たかわたりちよう

　　３１９-２２５６・茨城県常陸大宮市田子内町・たごうちちよう

　　３１９-２２０１・茨城県常陸大宮市辰ノ口・たつのくち

　　３１９-２２２７・茨城県常陸大宮市照田（９１７～１４９０)・てるだ(９１７-１４９０)

　　３１９-３１１５・茨城県常陸大宮市照田（その他）・てるだ(そのた)

　　３１９-３１１３・茨城県常陸大宮市照山・てるやま

　　３１９-２２２４・茨城県常陸大宮市東野・とうの

　　３１９-２２０４・茨城県常陸大宮市富岡・とみおか

　　３１９-２６０３・茨城県常陸大宮市鷲子・とりのこ

　　３１９-２４０３・茨城県常陸大宮市那賀・なか

　　３１１-４６１２・茨城県常陸大宮市中居・なかい

　　３１１-４６１３・茨城県常陸大宮市長倉・ながくら

　　３１９-３１１７・茨城県常陸大宮市長沢・ながさわ

　　３１９-２２６５・茨城県常陸大宮市中富町・なかとみちよう



　　３１９-２２２５・茨城県常陸大宮市西塩子・にししおご

　　３１９-３１０６・茨城県常陸大宮市西野内・にしのうち

　　３１９-２１４３・茨城県常陸大宮市根本・ねもと

　　３１９-３１１４・茨城県常陸大宮市野上・のがみ

　　３１１-４５０３・茨城県常陸大宮市野口・のぐち

　　３１１-４５０２・茨城県常陸大宮市野口平・のぐちだいら

　　３１１-４６１８・茨城県常陸大宮市野田・のだ

　　３１９-２２５５・茨城県常陸大宮市野中町・のなかちよう

　　３１９-２２２１・茨城県常陸大宮市八田・はつた

　　３１９-２２５２・茨城県常陸大宮市東富町・ひがしとみちよう

　　３１９-２５１３・茨城県常陸大宮市氷之沢・ひのさわ

　　３１１-４６１６・茨城県常陸大宮市桧山・ひやま

　　３１９-３１０７・茨城県常陸大宮市舟生・ふにゆう

　　３１９-２４１３・茨城県常陸大宮市松之草・まつのくさ

　　３１９-２２６３・茨城県常陸大宮市南町・みなみちよう

　　３１９-２２０５・茨城県常陸大宮市宮の郷・みやのさと

　　３１９-２２２３・茨城県常陸大宮市三美・みよじ

　　３１９-３１０２・茨城県常陸大宮市盛金・もりがね

　　３１９-３１０５・茨城県常陸大宮市諸沢・もろざわ

　　３１９-３１１１・茨城県常陸大宮市山方・やまがた

　　３１９-３１０３・茨城県常陸大宮市家和楽・やわら

　　３１９-２２６６・茨城県常陸大宮市抽ケ台町・ゆがだいちよう

　　３１９-２４１７・茨城県常陸大宮市油河内・ゆごうと

　　３１９-２４１４・茨城県常陸大宮市吉丸・よしまる

　　３１９-２２２２・茨城県常陸大宮市若林・わかはﾞやじ

　　３１１-０１００・茨城県那珂市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３１１-０１３４・茨城県那珂市飯田・いいだ

　　３１９-２１０２・茨城県那珂市瓜連・うりつﾞら

　　３１１-０１２５・茨城県那珂市大内・おおうち

　　３１１-０１３５・茨城県那珂市鹿島・かしま

　　３１１-０１３６・茨城県那珂市門部・かどべ

　　３１１-０１１６・茨城県那珂市上河内・かみがち

　　３１１-０１２３・茨城県那珂市上国井・かみくにい

　　３１１-０１３１・茨城県那珂市北酒出・きたさかいで

　　３１１-０１３３・茨城県那珂市鴻巣・こうのす

　　３１１-０１１１・茨城県那珂市後台・ごだい

　　３１９-２１０５・茨城県那珂市古徳・ことく

　　３１９-２１０６・茨城県那珂市静・しず

　　３１１-０１２６・茨城県那珂市下江戸・しもえど

　　３１９-２１０７・茨城県那珂市下大賀・しもおおが

　　３１１-０１０５・茨城県那珂市菅谷・すがや

　　３１１-０１０６・茨城県那珂市杉・すぎ

　　３１１-０１１０・茨城県那珂市竹ノ内・たけのうち

　　３１１-０１２４・茨城県那珂市田崎・たさき

　　３１１-０１１２・茨城県那珂市津田・つだ

　　３１１-０１０４・茨城県那珂市堤・つつみ

　　３１１-０１２２・茨城県那珂市戸・と

　　３１１-０１２１・茨城県那珂市戸崎・とざき

　　３１１-０１１７・茨城県那珂市豊喰・とよはﾞみ

　　３１９-２１０３・茨城県那珂市中里・なかざと

　　３１１-０１１３・茨城県那珂市中台・なかだい

　　３１１-０１１５・茨城県那珂市西木倉・にしきのくら

　　３１１-０１０８・茨城県那珂市額田北郷・ぬかだきたごう

　　３１１-０１０９・茨城県那珂市額田東郷・ぬかだひがしごう

　　３１１-０１０７・茨城県那珂市額田南郷・ぬかだみなみごう

　　３１１-０１１４・茨城県那珂市東木倉・ひがしきのくら

　　３１９-２１０４・茨城県那珂市平野・ひらの

　　３１１-０１１８・茨城県那珂市福田・ふくだ

　　３１１-０１３２・茨城県那珂市南酒出・みなみさかいで

　　３１１-０１０２・茨城県那珂市向山・むこうやま

　　３１１-０１０１・茨城県那珂市本米崎・もとこめざき

　　３１１-０１０３・茨城県那珂市横堀・よこほﾞり

　　３０８-００００・茨城県筑西市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３００-４５２３・茨城県筑西市赤浜・あかはま

　　３０８-０８３６・茨城県筑西市旭ケ丘・あさひがおか

　　３００-４５１６・茨城県筑西市新井新田・あらいしんでん

　　３００-４５１２・茨城県筑西市有田・ありた

　　３０８-００６４・茨城県筑西市飯島・いいじま

　　３０８-０８３５・茨城県筑西市飯田・いいだ

　　３０８-０８５３・茨城県筑西市伊讃美・いさみ



　　３０８-０８５６・茨城県筑西市伊佐山・いさやま

　　３０８-００７５・茨城県筑西市石塔・いしとう

　　３０８-００５５・茨城県筑西市石原田・いしはらだ

　　３０８-００７６・茨城県筑西市泉・いずみ

　　３０８-０１１６・茨城県筑西市板橋・いたはﾞじ

　　３０８-０８２７・茨城県筑西市市野辺・いちのべ

　　３０８-０８４２・茨城県筑西市一本松・いつほﾟんまつ

　　３０９-１１０８・茨城県筑西市井出蛯沢・いでえびさわ

　　３０８-０８０５・茨城県筑西市稲野辺・いなのべ

　　３０８-０１０６・茨城県筑西市稲荷・いなり

　　３０８-０１１７・茨城県筑西市犬塚・いぬつﾞか

　　３０８-０１０１・茨城県筑西市井上・いのうえ

　　３０８-０１２９・茨城県筑西市上野・うえの

　　３００-４５０７・茨城県筑西市内淀・うちよど

　　３０８-０１２８・茨城県筑西市江・え

　　３００-４５３８・茨城県筑西市海老江・えびえ

　　３００-４５１７・茨城県筑西市海老ケ島・えびがしま

　　３０９-１１２５・茨城県筑西市大島・おおしま

　　３０８-００１５・茨城県筑西市大関・おおぜき

　　３０８-０８１３・茨城県筑西市大塚・おおつか

　　３００-４５３７・茨城県筑西市大林・おおはﾞやじ

　　３０８-０８５２・茨城県筑西市大谷・おおや

　　３０８-００５１・茨城県筑西市岡芹・おかぜり

　　３０８-０８５７・茨城県筑西市小川・おがわ

　　３０８-００１２・茨城県筑西市奥田・おくだ

　　３０９-１１０１・茨城県筑西市小栗・おぐり

　　３０８-０８５４・茨城県筑西市女方・おざかた

　　３００-４５１１・茨城県筑西市押尾・おしび

　　３０８-０００２・茨城県筑西市落合・おちあい

　　３０８-００４１・茨城県筑西市乙・おつ

　　３０８-０８０６・茨城県筑西市小林・おはﾞやじ

　　３０８-０００７・茨城県筑西市折本・おりもと

　　３０８-０８３７・茨城県筑西市嘉家佐和・かげさわ

　　３０８-０１０７・茨城県筑西市梶内・かじうち

　　３０９-１１０７・茨城県筑西市門井・かどい

　　３０８-０８０４・茨城県筑西市金丸・かなまる

　　３０８-０８１５・茨城県筑西市上川中子・かみかわなご

　　３０８-００１７・茨城県筑西市上中山・かみなかやま

　　３００-４５０２・茨城県筑西市上西郷谷・かみにしごや

　　３０８-００６７・茨城県筑西市上平塚・かみひらつか

　　３０９-１１１１・茨城県筑西市上星谷・かみほしや

　　３０８-００６３・茨城県筑西市神分・かみわけ

　　３０８-０８０１・茨城県筑西市川澄・かわすみ

　　３０８-０８１４・茨城県筑西市川連・かわつﾞれ

　　３０８-０１０４・茨城県筑西市木戸・きど

　　３０９-１１０３・茨城県筑西市久地楽・くじら

　　３０８-００７１・茨城県筑西市口戸・くちど

　　３００-４５１５・茨城県筑西市倉持・くらもち

　　３０８-００６１・茨城県筑西市栗島・くりしま

　　３０８-０１０２・茨城県筑西市黒子・くろご

　　３０９-１１２７・茨城県筑西市桑山・くわやま

　　３０８-００２１・茨城県筑西市甲・こう

　　３０８-０００４・茨城県筑西市国府田・こうだ

　　３０８-００７７・茨城県筑西市子思儀・こしぎ

　　３０８-０８６６・茨城県筑西市五所宮・ごしよみや

　　３０８-０８６２・茨城県筑西市小塙・こはﾞな

　　３０８-０８４８・茨城県筑西市幸町・さいわいちよう

　　３００-４５３２・茨城県筑西市鷺島・さぎしま

　　３０８-００６５・茨城県筑西市笹塚・ささつﾞか

　　３００-４５１４・茨城県筑西市山王堂・さんおうどう

　　３０９-１１０５・茨城県筑西市三郷・さんごう

　　３０８-００７２・茨城県筑西市柴山・しはﾞやま

　　３０８-０８２３・茨城県筑西市島・しま

　　３０９-１１２６・茨城県筑西市清水・しみず

　　３０８-０８５１・茨城県筑西市下江連・しもえつﾞれ

　　３０８-０８２６・茨城県筑西市下岡崎・しもおかざき

　　３０８-０８５５・茨城県筑西市下川島・しもかわしま

　　３００-４５４５・茨城県筑西市下川中子・しもかわなご

　　３０９-１１２３・茨城県筑西市下郷谷・しもごうや

　　３０８-００１１・茨城県筑西市下高田・しもたかだ



　　３０８-０８２５・茨城県筑西市下中山・しもなかやま

　　３０８-０８４４・茨城県筑西市下野殿・しものどの

　　３０８-００６６・茨城県筑西市下平塚・しもひらつか

　　３０９-１１２２・茨城県筑西市下星谷・しもほしや

　　３０８-００５２・茨城県筑西市菅谷・すがや

　　３０８-０１１３・茨城県筑西市関舘・せきたて

　　３０８-０１２４・茨城県筑西市関本肥土・せきもとあくと

　　３０８-０１２２・茨城県筑西市関本上・せきもとかみ

　　３０８-０１２３・茨城県筑西市関本上中・せきもとかみなか

　　３０８-０１２７・茨城県筑西市関本下・せきもとしも

　　３０８-０１２６・茨城県筑西市関本中・せきもとなか

　　３０８-０１２５・茨城県筑西市関本分中・せきもとわけなか

　　３０８-０８６４・茨城県筑西市掉ケ島・そうかじま

　　３０８-０８０７・茨城県筑西市高島・たかしま

　　３００-４５３４・茨城県筑西市高津・たかつ

　　３００-４５４３・茨城県筑西市竹垣・たけがき

　　３００-４５０５・茨城県筑西市田宿・たじゆく

　　３０８-０８４７・茨城県筑西市玉戸・たまど

　　３０９-１１２４・茨城県筑西市知行・ちぎよう

　　３０８-００７４・茨城県筑西市筑瀬・ちくぜ

　　３００-４５３１・茨城県筑西市築地・ついじ

　　３０８-０８２２・茨城県筑西市塚原・つかはら

　　３０８-０１０３・茨城県筑西市辻・つじ

　　３００-４５２５・茨城県筑西市寺上野・てらうえの

　　３０８-０８１６・茨城県筑西市徳持・とくもち

　　３０８-００５３・茨城県筑西市外塚・とのつﾞか

　　３０８-０８０３・茨城県筑西市直井・なおい

　　３００-４５２４・茨城県筑西市中上野・なかうえの

　　３０８-０００５・茨城県筑西市中舘・なかだて

　　３００-４５１３・茨城県筑西市中根・なかね

　　３０８-０１０８・茨城県筑西市中村新田・なかむらしんでん

　　３００-４５０６・茨城県筑西市鍋山・なべやま

　　３０８-０８２１・茨城県筑西市成田・なりた

　　３００-４５３３・茨城県筑西市成井・なるい

　　３０９-１１０６・茨城県筑西市新治・にいはり

　　３０８-０８４１・茨城県筑西市二木成・にぎなり

　　３０８-０８３４・茨城県筑西市西石田・にしいしだ

　　３０８-００６２・茨城県筑西市西大島・にしおおしま

　　３０８-０８４５・茨城県筑西市西方・にしほう

　　３０８-０１０５・茨城県筑西市西保末・にしほずえ

　　３０８-００５４・茨城県筑西市西谷貝・にしやがい

　　３０８-０８６７・茨城県筑西市西山田・にしやまだ

　　３０８-０８３２・茨城県筑西市西榎生・にしよのう

　　３０８-０８４６・茨城県筑西市布川・ぬのがわ

　　３００-４５０１・茨城県筑西市猫島・ねこしま

　　３０８-００１６・茨城県筑西市野・の

　　３０８-０８３３・茨城県筑西市野田・のだ

　　３０８-０８４３・茨城県筑西市野殿・のどの

　　３０８-０８６３・茨城県筑西市灰塚・はいつか

　　３０８-００１４・茨城県筑西市羽方・はがた

　　３０９-１１１５・茨城県筑西市蓮沼・はすぬま

　　３０８-００１３・茨城県筑西市八田・はつた

　　３０８-０００８・茨城県筑西市八丁台・はつちようだい

　　３０８-０１１４・茨城県筑西市花田・はなだ

　　３０８-０１１５・茨城県筑西市花橋・はなはﾞじ

　　３０８-００７３・茨城県筑西市林・はやじ

　　３００-４５２１・茨城県筑西市東石田・ひがしいした

　　３００-４５３６・茨城県筑西市東保末・ひがしほずえ

　　３０８-０８３１・茨城県筑西市東榎生・ひがしよのう

　　３０８-０００１・茨城県筑西市樋口・ひぐち

　　３０８-０８１２・茨城県筑西市深見・ふかみ

　　３０８-０１１２・茨城県筑西市藤ケ谷・ふじがや

　　３０８-０１２１・茨城県筑西市船玉・ふなだま

　　３０８-０１１１・茨城県筑西市舟生・ふにゆう

　　３００-４５４４・茨城県筑西市古内・ふるうち

　　３０９-１１０４・茨城県筑西市古郡・ふるごおり

　　３０８-００３１・茨城県筑西市丙・へい

　　３０９-１１１４・茨城県筑西市細田・ほそだ

　　３０８-０００３・茨城県筑西市蒔田・まくだ

　　３００-４５４１・茨城県筑西市松原・まつはﾞら



　　３０８-００４２・茨城県筑西市みどり町・みどりまち

　　３００-４５０３・茨城県筑西市宮後・みやご

　　３００-４５０４・茨城県筑西市宮山・みややま

　　３００-４５２２・茨城県筑西市向上野・むこううえの

　　３０９-１１１７・茨城県筑西市向川澄・むこうかわすみ

　　３００-４５４６・茨城県筑西市村田・むらた

　　３０８-０８１１・茨城県筑西市茂田・もだ

　　３０８-０８６１・茨城県筑西市森添島・もりそえじま

　　３０８-００５６・茨城県筑西市谷中・やなか

　　３０９-１１２１・茨城県筑西市谷永島・やながしま

　　３０９-１１１３・茨城県筑西市柳・やなぎ

　　３０９-１１１２・茨城県筑西市八幡・やはた

　　３０８-０００６・茨城県筑西市谷部・やべ

　　３０８-０８６５・茨城県筑西市山崎・やまざき

　　３００-４５３５・茨城県筑西市谷原・やわら

　　３０８-０８０２・茨城県筑西市横島・よこしま

　　３０９-１１１６・茨城県筑西市横塚・よこつか

　　３００-４５４２・茨城県筑西市吉田・よしだ

　　３０８-０８３８・茨城県筑西市榎生・よのう

　　３０９-１１０２・茨城県筑西市蓬田・よもぎた

　　３０８-０８２４・茨城県筑西市蕨・わらび

　　３０６-０６００・茨城県坂東市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３０６-０６３１・茨城県坂東市岩井・いわい

　　３０６-０５１４・茨城県坂東市内野山・うちのやま

　　３０６-０５０４・茨城県坂東市生子・おいご

　　３０６-０５０３・茨城県坂東市生子新田・おいごしんでん

　　３０６-０６１５・茨城県坂東市大口・おおぐち

　　３０６-０６１３・茨城県坂東市大口新田・おおぐちしんでん

　　３０６-０６２２・茨城県坂東市大崎・おおさき

　　３０６-０６０１・茨城県坂東市大馬新田・おおましんでん

　　３０６-０６２１・茨城県坂東市大谷口・おおやぐち

　　３０６-０６２６・茨城県坂東市小山・おやま

　　３０６-０６１７・茨城県坂東市神田山・かどやま

　　３０６-０６１１・茨城県坂東市神田山新田・かどやましんでん

　　３０６-０６５４・茨城県坂東市上出島・かみいずしま

　　３０６-０６５７・茨城県坂東市借宿・かりやど

　　３０６-０６０３・茨城県坂東市勘助新田・かんすけしんでん

　　３０６-０６４３・茨城県坂東市木間ケ瀬・きまがせ

　　３０６-０６３６・茨城県坂東市桐木・きりのき

　　３０６-０６４１・茨城県坂東市鵠戸・くぐいど

　　３０６-０５１５・茨城県坂東市沓掛・くつかけ

　　３０６-０５１３・茨城県坂東市栗山新田・くりやましんでん

　　３０６-０６３５・茨城県坂東市小泉・こいずみ

　　３０６-０６０８・茨城県坂東市幸神平・こうしんだいら

　　３０６-０６０６・茨城県坂東市幸田・こうだ

　　３０６-０６０４・茨城県坂東市幸田新田・こうだしんでん

　　３０６-０６４４・茨城県坂東市古布内・こぶうち

　　３０６-０６５３・茨城県坂東市駒跿・こまはね

　　３０６-０５０１・茨城県坂東市逆井・さかさい

　　３０６-０５１２・茨城県坂東市左平太新田・さへいたしんでん

　　３０６-０６３３・茨城県坂東市下出島・しもいずしま

　　３０６-０６１４・茨城県坂東市庄右衛門新田・しようえもんしんでん

　　３０６-０５０５・茨城県坂東市菅谷・すがや

　　３０６-０６５６・茨城県坂東市寺久・てらく

　　３０６-０６５２・茨城県坂東市冨田・とみた

　　３０６-０６３４・茨城県坂東市中里・なかざと

　　３０６-０６４５・茨城県坂東市長須・ながす

　　３０６-０６４２・茨城県坂東市長谷・ながや

　　３０６-０６１６・茨城県坂東市猫実・ねこざね

　　３０６-０６１２・茨城県坂東市猫実新田・ねこざねしんでん

　　３０６-０６５１・茨城県坂東市半谷・はんや

　　３０６-０６０２・茨城県坂東市平八新田・へいはちしんでん

　　３０６-０６３２・茨城県坂東市辺田・へた

　　３０６-０６２３・茨城県坂東市法師戸・ほうしと

　　３０６-０５１１・茨城県坂東市孫兵エ新田・まごべえしんでん

　　３０６-０６０５・茨城県坂東市馬立・またて

　　３０６-０６３７・茨城県坂東市みどり町・みどりちよう

　　３０６-０６５８・茨城県坂東市緑の里・みどりのさと

　　３０６-０６５５・茨城県坂東市みむら・みむら

　　３０６-０６２５・茨城県坂東市莚打・むしろうち



　　３０６-０６２４・茨城県坂東市矢作・やはぎ

　　３０６-０５０２・茨城県坂東市山・やま

　　３０６-０６０７・茨城県坂東市弓田・ゆだ

　　３００-０５００・茨城県稲敷市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３００-０６２１・茨城県稲敷市阿波・あはﾞ

　　３００-０６０２・茨城県稲敷市阿波崎・あはﾞさき

　　３００-０６２６・茨城県稲敷市甘田・あまだ

　　３００-０７２７・茨城県稲敷市飯島・いいじま

　　３００-０６３２・茨城県稲敷市飯出・いいで

　　３００-１４１３・茨城県稲敷市伊崎・いさき

　　３００-１４１１・茨城県稲敷市伊佐津・いさつ

　　３００-０６０３・茨城県稲敷市伊佐部・いさぶ

　　３００-０６１２・茨城県稲敷市市崎・いちざき

　　３００-０５０３・茨城県稲敷市稲波・いなみ

　　３００-０５０７・茨城県稲敷市犬塚・いぬつﾞか

　　３００-１４１４・茨城県稲敷市戌渡・いぬわたり

　　３００-０６４１・茨城県稲敷市浮島・うきしま

　　３００-０５０９・茨城県稲敷市江戸崎乙・えどさきおつ

　　３００-０５０４・茨城県稲敷市江戸崎甲・えどさきこう

　　３００-０５２９・茨城県稲敷市江戸崎みらい・えどさきみらい

　　３００-０７２１・茨城県稲敷市大島・おおしま

　　３００-１４２３・茨城県稲敷市太田・おおた

　　３００-０６３３・茨城県稲敷市岡飯出・おかいいで

　　３００-０７４４・茨城県稲敷市押砂・おしずな

　　３００-１４２５・茨城県稲敷市小野・おの

　　３００-０６３４・茨城県稲敷市柏木・かしわぎ

　　３００-０６３７・茨城県稲敷市柏木古渡・かしわぎふつと

　　３００-０６０４・茨城県稲敷市釜井・かまい

　　３００-０５２２・茨城県稲敷市蒲ケ山・かまがやま

　　３００-０５２８・茨城県稲敷市上君山・かみきみやま

　　３００-０７３７・茨城県稲敷市上須田・かみすだ

　　３０１-０９０２・茨城県稲敷市上根本・かみねもと

　　３００-０７３２・茨城県稲敷市上之島・かみのしま

　　３００-０６４３・茨城県稲敷市上馬渡・かみまわたじ

　　３００-０５１３・茨城県稲敷市桑山・くわやま

　　３００-０７３４・茨城県稲敷市結佐・けつさ

　　３００-０７４６・茨城県稲敷市神崎本宿・こうざきほんじゆく

　　３００-０６０５・茨城県稲敷市幸田・こうだ

　　３００-０７３３・茨城県稲敷市石納・こくのう

　　３００-０５２４・茨城県稲敷市小羽賀・こはが

　　３００-０５１４・茨城県稲敷市駒塚・こまつか

　　３００-０７２３・茨城県稲敷市境島・さかいじま

　　３００-０５０８・茨城県稲敷市佐倉・さくら

　　３００-０７４９・茨城県稲敷市佐原組新田・さわらぐみしんでん

　　３００-０７２５・茨城県稲敷市佐原下手・さわらしたて

　　３００-０５１２・茨城県稲敷市椎塚・しいつﾞか

　　３００-０６２３・茨城県稲敷市四箇・しか

　　３００-０５０２・茨城県稲敷市信太古渡・しだふつと

　　３００-１４１２・茨城県稲敷市柴崎・しはﾞさき

　　３００-０６１４・茨城県稲敷市清水・しみず

　　３００-１４２４・茨城県稲敷市下太田・しもおおた

　　３００-０５２７・茨城県稲敷市下君山・しもきみやま

　　３００-０６０１・茨城県稲敷市下須田・しもすだ

　　３０１-０９０１・茨城県稲敷市下根本・しもねもと

　　３００-０６４２・茨城県稲敷市下馬渡・しもまわたじ

　　３００-０６２２・茨城県稲敷市神宮寺・じんぐうじ

　　３００-０６１３・茨城県稲敷市新橋・しんはﾞじ

　　３００-０６２５・茨城県稲敷市須賀津・すかつﾞ

　　３００-０５２１・茨城県稲敷市月出里・すだち

　　３００-１４１６・茨城県稲敷市角崎・すみざき

　　３００-０７４８・茨城県稲敷市清久島・せいきゆうじま

　　３００-０５１１・茨城県稲敷市高田・たかだ

　　３００-０７４１・茨城県稲敷市手賀組新田・てがくみしんでん

　　３００-１４２６・茨城県稲敷市寺内・てらうち

　　３００-０５２３・茨城県稲敷市時崎・ときざき

　　３００-０６１１・茨城県稲敷市中島・なかじま

　　３００-１４１５・茨城県稲敷市中山・なかやま

　　３００-０７２６・茨城県稲敷市西代・にししろ

　　３００-０５０６・茨城県稲敷市沼田・ぬまた

　　３００-０５２５・茨城県稲敷市羽賀・はが



　　３００-１４２７・茨城県稲敷市羽賀浦・はがうら

　　３００-０７４５・茨城県稲敷市橋向・はしむこう

　　３００-０７３６・茨城県稲敷市八千石・はつせんごく

　　３００-０５０１・茨城県稲敷市鳩崎・はとざき

　　３００-０６３６・茨城県稲敷市羽生・はにゆう

　　３００-０６１６・茨城県稲敷市東大沼・ひがしおおぬま

　　３００-０６１７・茨城県稲敷市福田・ふくだ

　　３００-０６３８・茨城県稲敷市古渡・ふつと

　　３００-１４２１・茨城県稲敷市堀川・ほりかわ

　　３００-０６３５・茨城県稲敷市堀之内・ほりのうち

　　３００-０７４３・茨城県稲敷市曲渕・まがぶち

　　３００-０６１５・茨城県稲敷市町田・まちだ

　　３００-０５２６・茨城県稲敷市松山・まつやま

　　３００-１４１７・茨城県稲敷市狸穴・まみあな

　　３００-０７２２・茨城県稲敷市三島・みしま

　　３００-０６３１・茨城県稲敷市三次・みつぎ

　　３００-０６０７・茨城県稲敷市光葉・みつはﾞ

　　３００-１４２２・茨城県稲敷市南太田・みなみおおた

　　３００-０５１５・茨城県稲敷市南ケ丘・みなみがおか

　　３００-０６２４・茨城県稲敷市南山来・みなみやまく

　　３００-０５０５・茨城県稲敷市村田・むらた

　　３００-０７３１・茨城県稲敷市本新・もとしん

　　３００-０７２４・茨城県稲敷市八筋川・やすじかわ

　　３００-０７４７・茨城県稲敷市余津谷・よつや

　　３００-０７４２・茨城県稲敷市四ッ谷・よつや

　　３００-０７３５・茨城県稲敷市六角・ろつかく

　　３００-０６０６・茨城県稲敷市脇川・わきがわ

　　３１５-００００・茨城県かすみがうら市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３００-０２１２・茨城県かすみがうら市有河・あるが

　　３１５-００７８・茨城県かすみがうら市粟田・あわだ

　　３００-０２０５・茨城県かすみがうら市安食・あんじき

　　３１５-００６３・茨城県かすみがうら市飯田・いいだ

　　３１５-００７１・茨城県かすみがうら市市川・いちかわ

　　３１５-００５４・茨城県かすみがうら市稲吉・いなよじ

　　３１５-００５３・茨城県かすみがうら市稲吉東・いなよしひがじ

　　３１５-００５５・茨城県かすみがうら市稲吉南・いなよしみなみ

　　３００-０２０３・茨城県かすみがうら市岩坪・いわつほﾞ

　　３００-０２１３・茨城県かすみがうら市牛渡・うしわた

　　３１５-００６４・茨城県かすみがうら市大峰・おおみね

　　３００-０１２４・茨城県かすみがうら市大和田・おおわだ

　　３００-０１３２・茨城県かすみがうら市男神・おがみ

　　３００-０２０１・茨城県かすみがうら市柏崎・かしわざき

　　３１５-００５６・茨城県かすみがうら市上稲吉・かみいなよじ

　　３００-０１２７・茨城県かすみがうら市上大堤・かみおおつﾞつみ

　　３００-０１２３・茨城県かすみがうら市上軽部・かみかるべ

　　３１５-００６５・茨城県かすみがうら市上佐谷・かみさや

　　３１５-００７６・茨城県かすみがうら市上志筑・かみしつﾞく

　　３１５-００５７・茨城県かすみがうら市上土田・かみつちだ

　　３００-０１３５・茨城県かすみがうら市加茂・かも

　　３１５-００６１・茨城県かすみがうら市五反田・ごたんだ

　　３００-０２１４・茨城県かすみがうら市坂・さか

　　３００-０１２１・茨城県かすみがうら市宍倉・ししくら

　　３００-０２１１・茨城県かすみがうら市志戸崎・しとざき

　　３１５-００５２・茨城県かすみがうら市下稲吉・しもいなよじ

　　３００-０１３１・茨城県かすみがうら市下大堤・しもおおつﾞつみ

　　３００-０２０４・茨城県かすみがうら市下軽部・しもかるべ

　　３１５-００６７・茨城県かすみがうら市下佐谷・しもさや

　　３１５-００７４・茨城県かすみがうら市下志筑・しもしつﾞく

　　３１５-００５８・茨城県かすみがうら市下土田・しもつちだ

　　３１５-００７７・茨城県かすみがうら市高倉・たかくら

　　３００-０２０２・茨城県かすみがうら市田伏・たぶせ

　　３００-０１３６・茨城県かすみがうら市戸崎・とざき

　　３１５-００６６・茨城県かすみがうら市中佐谷・なかさや

　　３１５-００７５・茨城県かすみがうら市中志筑・なかしつﾞく

　　３００-０１３３・茨城県かすみがうら市中台・なかだい

　　３１５-００５１・茨城県かすみがうら市新治・にいはり

　　３００-０１２２・茨城県かすみがうら市西成井・にしなるい

　　３１５-００７３・茨城県かすみがうら市西野寺・にしのでら

　　３１５-００７２・茨城県かすみがうら市東野寺・ひがしのでら

　　３００-０１３４・茨城県かすみがうら市深谷・ふかや



　　３００-０１２５・茨城県かすみがうら市三ツ木・みつぎ

　　３００-０１２６・茨城県かすみがうら市南根本・みなみねもと

　　３１５-００６８・茨城県かすみがうら市山本・やまもと

　　３１５-００６９・茨城県かすみがうら市雪入・ゆきいり

　　３１５-００６２・茨城県かすみがうら市横堀・よこほﾞり

　　３０９-１２００・茨城県桜川市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３０９-１２４１・茨城県桜川市青木・あおき

　　３０９-１４５６・茨城県桜川市青柳・あおやぎ

　　３０９-１２１６・茨城県桜川市明日香・あすか

　　３０９-１２３４・茨城県桜川市阿部田・あべた

　　３０９-１２０２・茨城県桜川市飯淵・いいぶち

　　３０９-１３３２・茨城県桜川市池亀・いけがめ

　　３０９-１４５７・茨城県桜川市磯部・いそべ

　　３０９-１４５８・茨城県桜川市稲・いな

　　３０９-１２１７・茨城県桜川市犬田・いぬた

　　３０９-１４６４・茨城県桜川市今泉・いまいずみ

　　３０９-１３４５・茨城県桜川市入野・いりの

　　３０９-１２１１・茨城県桜川市岩瀬・いわせ

　　３０９-１２２６・茨城県桜川市上野原地新田・うえのはらちしんでん

　　３０９-１２０１・茨城県桜川市大泉・おおいずみ

　　３０９-１２４４・茨城県桜川市大国玉・おおくにたま

　　３０９-１２３２・茨城県桜川市大曽根・おおぞね

　　３０９-１３３５・茨城県桜川市大月・おおつき

　　３０９-１２２２・茨城県桜川市長方・おさかた

　　３０９-１３４１・茨城県桜川市門毛・かどけ

　　３０９-１２４５・茨城県桜川市金敷・かなしき

　　３０９-１４５４・茨城県桜川市上城・かみしろ

　　３０９-１３４３・茨城県桜川市亀岡・かめおか

　　３０９-１４５２・茨城県桜川市加茂部・かもべ

　　３０９-１４６５・茨城県桜川市木植・きうえ

　　３０９-１２０４・茨城県桜川市久原・くはﾞら

　　３０９-１２２３・茨城県桜川市鍬田・くわだ

　　３０９-１３３６・茨城県桜川市小塩・こしお

　　３０９-１２１５・茨城県桜川市御領・ごりよう

　　３０９-１３３４・茨城県桜川市坂本・さかもと

　　３０９-１４６６・茨城県桜川市猿田・さるだ

　　３０９-１２２５・茨城県桜川市下泉・しもいずみ

　　３０９-１４６２・茨城県桜川市曽根・そね

　　３０９-１２４３・茨城県桜川市高久・たかく

　　３０９-１４６３・茨城県桜川市高幡・たかはた

　　３０９-１２４６・茨城県桜川市高森・たかもり

　　３０９-１２０５・茨城県桜川市堤上・つつみのうえ

　　３０９-１２０３・茨城県桜川市富岡・とみおか

　　３０９-１３４７・茨城県桜川市富谷・とみや

　　３０９-１４５３・茨城県桜川市友部・ともべ

　　３０９-１２２４・茨城県桜川市中泉・なかいずみ

　　３０９-１３４６・茨城県桜川市中里・なかざと

　　３０９-１２２１・茨城県桜川市西飯岡・にしいいおか

　　３０９-１４５１・茨城県桜川市西小塙・にしこはﾞなわ

　　３０９-１２１３・茨城県桜川市西桜川・にしさくらがわ

　　３０９-１２４２・茨城県桜川市羽田・はねた

　　３０９-１２３３・茨城県桜川市東飯田・ひがしいいだ

　　３０９-１２１４・茨城県桜川市東桜川・ひがしさくらがわ

　　３０９-１３３１・茨城県桜川市平澤・ひらさわ

　　３０９-１３３７・茨城県桜川市福崎・ふくざき

　　３０９-１２１２・茨城県桜川市富士見台・ふじみだい

　　３０９-１２２７・茨城県桜川市本郷・ほんごう

　　３００-４４１７・茨城県桜川市真壁町飯塚・まかべちよういいつか

　　３００-４４１６・茨城県桜川市真壁町伊佐々・まかべちよういさざ

　　３００-４４２８・茨城県桜川市真壁町大塚新田・まかべちようおおつかしんでん

　　３００-４４０１・茨城県桜川市真壁町上小幡・まかべちようかみこはﾞた

　　３００-４４２７・茨城県桜川市真壁町上谷貝・まかべちようかみやがい

　　３００-４４２２・茨城県桜川市真壁町亀熊・まかべちようかめくま

　　３００-４４２４・茨城県桜川市真壁町源法寺・まかべちようげんほﾞうじ

　　３００-４４１３・茨城県桜川市真壁町酒寄・まかべちようさかより

　　３００-４４０５・茨城県桜川市真壁町桜井・まかべちようさくらい

　　３００-４４１４・茨城県桜川市真壁町椎尾・まかべちようしいお

　　３００-４４０２・茨城県桜川市真壁町下小幡・まかべちようしもこはﾞた

　　３００-４４２６・茨城県桜川市真壁町下谷貝・まかべちようしもやがい

　　３００-４４０４・茨城県桜川市真壁町白井・まかべちようしらい



　　３００-４４１１・茨城県桜川市真壁町田・まかべちようた

　　３００-４４０３・茨城県桜川市真壁町長岡・まかべちようながおか

　　３００-４４１２・茨城県桜川市真壁町羽鳥・まかべちようはどり

　　３００-４４２３・茨城県桜川市真壁町塙世・まかべちようはなわぜ

　　３００-４４２１・茨城県桜川市真壁町原方・まかべちようはらがた

　　３００-４４２９・茨城県桜川市真壁町東矢貝・まかべちようひがしやがい

　　３００-４４１５・茨城県桜川市真壁町東山田・まかべちようひがしやまだ

　　３００-４４０７・茨城県桜川市真壁町古城・まかべちようふるしろ

　　３００-４４２５・茨城県桜川市真壁町細芝・まかべちようほそしはﾞ

　　３００-４４０８・茨城県桜川市真壁町真壁・まかべちようまかべ

　　３００-４４０６・茨城県桜川市真壁町山尾・まかべちようやまお

　　３０９-１４６１・茨城県桜川市松田・まつだ

　　３０９-１３４２・茨城県桜川市間中・まなか

　　３０９-１４５５・茨城県桜川市水戸・みと

　　３０９-１３４４・茨城県桜川市南飯田・みなみいいだ

　　３０９-１２３１・茨城県桜川市本木・もとぎ

　　３０９-１３３３・茨城県桜川市山口・やまぐち

　　３１４-０１００・茨城県神栖市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３１４-０１３３・茨城県神栖市息栖・いきす

　　３１４-００５２・茨城県神栖市居切（１９０１）・いぎり

　　３１４-００５２・茨城県神栖市居切（１９０９－１６）・いぎり

　　３１４-００５２・茨城県神栖市居切（１９０９－２０）・いぎり

　　３１４-０１４１・茨城県神栖市居切（その他）・いぎり(そのた)

　　３１４-０１２４・茨城県神栖市石神・いしがみ

　　３１４-０２５４・茨城県神栖市太田・おおた

　　３１４-０２５７・茨城県神栖市太田新町・おおたしんまち

　　３１４-０１４４・茨城県神栖市大野原・おおのはら

　　３１４-０１２８・茨城県神栖市大野原中央・おおのはらちゆうおう

　　３１４-０１１６・茨城県神栖市奥野谷・おくのや

　　３１４-０１３４・茨城県神栖市賀・が

　　３１４-０１４３・茨城県神栖市神栖・かみす

　　３１４-０１２７・茨城県神栖市木崎・きさき

　　３１４-０１０１・茨城県神栖市北浜・きたはま

　　３１４-０１１５・茨城県神栖市知手・しつて

　　３１４-０１１２・茨城県神栖市知手中央・しつてちゆうおう

　　３１４-０１２３・茨城県神栖市芝崎・しはﾞさき

　　３１４-０１３１・茨城県神栖市下幡木・しもはたき

　　３１４-０２５３・茨城県神栖市須田・すだ

　　３１４-０２５５・茨城県神栖市砂山・すなやま

　　３１４-０１２５・茨城県神栖市高浜・たかはま

　　３１４-０１２６・茨城県神栖市田畑・たはﾞた

　　３１４-０１３２・茨城県神栖市筒井・つつい

　　３１４-０３４２・茨城県神栖市土合北・どあいきた

　　３１４-０３４７・茨城県神栖市土合中央・どあいちゆうおう

　　３１４-０３４６・茨城県神栖市土合西・どあいにじ

　　３１４-０３４４・茨城県神栖市土合東・どあいひがじ

　　３１４-０３４３・茨城県神栖市土合本町・どあいほんちよう

　　３１４-０３４５・茨城県神栖市土合南・どあいみなみ

　　３１４-０１０２・茨城県神栖市東和田・とうわだ

　　３１４-０１１４・茨城県神栖市日川・につかわ

　　３１４-０１２２・茨城県神栖市萩原・はぎわら

　　３１４-０４０８・茨城県神栖市波崎・はさき

　　３１４-０４０７・茨城県神栖市波崎新港・はさきしんこう

　　３１４-０１０３・茨城県神栖市東深芝・ひがしふかしはﾞ

　　３１４-００５１・茨城県神栖市光・ひかり

　　３１４-０１４６・茨城県神栖市平泉・ひらいずみ

　　３１４-０１４５・茨城県神栖市平泉外１２入会・ひらいずみそと１２いりあい

　　３１４-０１４５・茨城県神栖市平泉東・ひらいずみひがじ

　　３１４-０１４８・茨城県神栖市深芝・ふかしはﾞ

　　３１４-０１４２・茨城県神栖市深芝南・ふかしはﾞみなみ

　　３１４-０１３５・茨城県神栖市堀割・ほりわり

　　３１４-０１２１・茨城県神栖市溝口・みぞぐち

　　３１４-０１１１・茨城県神栖市南浜・みなみはま

　　３１４-０３４１・茨城県神栖市矢田部・やたべ

　　３１４-０２５２・茨城県神栖市柳川・やながわ

　　３１４-０２５８・茨城県神栖市柳川中央・やながわちゆうおう

　　３１４-０１１３・茨城県神栖市横瀬・よこせ

　　３１４-０２５６・茨城県神栖市若松中央・わかまつちゆうおう

　　３１４-０１４７・茨城県神栖市鰐川・わにがわ

　　３１１-３８００・茨城県行方市・以下に不掲載・ いかにふけいさい



　　３１１-３８３１・茨城県行方市青沼・あおぬま

　　３１１-３８３２・茨城県行方市麻生・あそう

　　３１１-３８１４・茨城県行方市天掛・あまがけ

　　３１１-３５１８・茨城県行方市荒宿・あらじゆく

　　３１１-３８０３・茨城県行方市井貝・いがい

　　３１１-３８２７・茨城県行方市石神・いしがみ

　　３１１-３８１７・茨城県行方市板峰・いたのみね

　　３１１-３５１５・茨城県行方市井上・いのうえ

　　３１１-３５１６・茨城県行方市井上藤井・いのうえふじい

　　３１１-３８２４・茨城県行方市宇崎・うざき

　　３１１-１７０５・茨城県行方市内宿・うちじゆく

　　３１１-３８２２・茨城県行方市岡・おか

　　３１１-３５０８・茨城県行方市沖洲・おきす

　　３１１-３８０２・茨城県行方市於下・おした

　　３１１-３８０４・茨城県行方市小高・おだか

　　３１１-１７２４・茨城県行方市小貫・おぬき

　　３１１-１７１５・茨城県行方市小幡・おはﾞた

　　３１１-１７１６・茨城県行方市北高岡・きたたかおか

　　３１１-３８２１・茨城県行方市蔵川・くらかわ

　　３１１-３８０７・茨城県行方市五町田・ごちようだ

　　３１１-３８１６・茨城県行方市小牧・こまき

　　３１１-３８１３・茨城県行方市籠田・こもた

　　３１１-３５１４・茨城県行方市西蓮寺・さいれんじ

　　３１１-３８３５・茨城県行方市島並・しまなみ

　　３１１-３８２３・茨城県行方市白浜・しらはま

　　３１１-３８１１・茨城県行方市四鹿・しろく

　　３１１-３８１５・茨城県行方市新宮・しんぐう

　　３１１-３８１２・茨城県行方市杉平・すぎだいら

　　３１１-３５０１・茨城県行方市芹沢・せりざわ

　　３１１-３５１１・茨城県行方市玉造乙・たまつくりおつ

　　３１１-３５１２・茨城県行方市玉造甲・たまつくりこう

　　３１１-３５１３・茨城県行方市手賀・てが

　　３１１-３８３３・茨城県行方市富田・とみた

　　３１１-１７１３・茨城県行方市中根・なかね

　　３１１-１７０１・茨城県行方市長野江・ながのえ

　　３１１-１７２２・茨城県行方市次木・なみき

　　３１１-３８０１・茨城県行方市行方・なめかた

　　３１１-１７０３・茨城県行方市成田・なりた

　　３１１-３８２５・茨城県行方市根小屋・ねごや

　　３１１-３５０３・茨城県行方市捻木・ねじき

　　３１１-３８０５・茨城県行方市橋門・はしかど

　　３１１-３５０７・茨城県行方市羽生・はにゆう

　　３１１-３５０５・茨城県行方市浜・はま

　　３１１-１７１２・茨城県行方市繁昌・はんじよう

　　３１１-３５１７・茨城県行方市藤井・ふじい

　　３１１-３８０６・茨城県行方市船子・ふなこ

　　３１１-３８３４・茨城県行方市粗毛・ほほﾞけ

　　３１１-３８３６・茨城県行方市南・みなみ

　　３１１-１７１４・茨城県行方市南高岡・みなみたかおか

　　３１１-１７０２・茨城県行方市三和・みわ

　　３１１-３５０６・茨城県行方市八木蒔・やきまき

　　３１１-３５０４・茨城県行方市谷島・やじま

　　３１１-３８２６・茨城県行方市矢幡・やはﾞた

　　３１１-１７０４・茨城県行方市山田・やまだ

　　３１１-１７２３・茨城県行方市行戸・ゆくど

　　３１１-１７１１・茨城県行方市吉川・よしかわ

　　３１１-１７２１・茨城県行方市両宿・りようしゆく

　　３１１-３５０２・茨城県行方市若海・わかうみ

　　３１１-１５００・茨城県鉾田市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３１１-１５３５・茨城県鉾田市青柳・あおやぎ

　　３１１-２１０１・茨城県鉾田市青山・あおやま

　　３１１-１５０６・茨城県鉾田市秋山・あきやま

　　３１１-２１１８・茨城県鉾田市阿玉・あだま

　　３１１-１４１１・茨城県鉾田市荒地・あらじ

　　３１１-１５０４・茨城県鉾田市安房・あんほﾞう

　　３１１-２１１２・茨城県鉾田市飯島・いいじま

　　３１１-１５２１・茨城県鉾田市飯名・いいな

　　３１１-２１１４・茨城県鉾田市江川・えがわ

　　３１１-２１１７・茨城県鉾田市大蔵・おおくら

　　３１１-１５１３・茨城県鉾田市大竹・おおたけ



　　３１１-１５０２・茨城県鉾田市大戸・おおど

　　３１１-１５３６・茨城県鉾田市大和田・おおわだ

　　３１１-２１０４・茨城県鉾田市梶山・かじやま

　　３１１-１５１１・茨城県鉾田市柏熊・かしわくま

　　３１１-１４２４・茨城県鉾田市柏熊新田・かしわくましんでん

　　３１１-１４２２・茨城県鉾田市勝下・かつおり

　　３１１-１４２１・茨城県鉾田市勝下新田・かつおりしんでん

　　３１１-１５１５・茨城県鉾田市烟田・かまた

　　３１１-１４０５・茨城県鉾田市上太田・かみおおた

　　３１１-１４０３・茨城県鉾田市上釜・かみがま

　　３１１-２１１１・茨城県鉾田市上沢・かみざわ

　　３１１-１５３２・茨城県鉾田市上冨田・かみとみた

　　３１１-２１１３・茨城県鉾田市上幡木・かみはたき

　　３１１-１５２７・茨城県鉾田市借宿・かりやど

　　３１１-１５２３・茨城県鉾田市串挽・くしひき

　　３１１-２１０３・茨城県鉾田市汲上・くみあげ

　　３１１-１４１４・茨城県鉾田市子生・こなじ

　　３１１-１５０５・茨城県鉾田市駒木根・こまぎね

　　３１１-１４０４・茨城県鉾田市沢尻・さわじり

　　３１１-１４１６・茨城県鉾田市鹿田・しかだ

　　３１１-１４０２・茨城県鉾田市下太田・しもおおた

　　３１１-１５３３・茨城県鉾田市下冨田・しもとみた

　　３１１-１５１２・茨城県鉾田市白塚・しらつか

　　３１１-１５１６・茨城県鉾田市新鉾田・しんほこた

　　３１１-１５１８・茨城県鉾田市新鉾田西・しんほこたにじ

　　３１１-１５３１・茨城県鉾田市菅野谷・すげのや

　　３１１-２１０２・茨城県鉾田市台濁沢・だいにごりさわ

　　３１１-１５２４・茨城県鉾田市高田・たかだ

　　３１１-１４２３・茨城県鉾田市滝浜・たきはま

　　３１１-１４０６・茨城県鉾田市田崎・たさき

　　３１１-１４１２・茨城県鉾田市玉田・たまだ

　　３１１-１４１５・茨城県鉾田市造谷・つくりや

　　３１１-１５２２・茨城県鉾田市塔ケ崎・とうがさき

　　３１１-１５２８・茨城県鉾田市当間・とうま

　　３１１-１４２７・茨城県鉾田市常磐・ときわ

　　３１１-１５０３・茨城県鉾田市徳宿・とくしゆく

　　３１１-１５３４・茨城県鉾田市鳥栖・とりのす

　　３１１-２１１５・茨城県鉾田市中居・なかい

　　３１１-１５２５・茨城県鉾田市野友・のとも

　　３１１-１５２６・茨城県鉾田市半原・ははﾞら

　　３１１-１４１３・茨城県鉾田市冷水・ひやみず

　　３１１-２１１６・茨城県鉾田市札・ふだ

　　３１１-２１０５・茨城県鉾田市二重作・ふたえさく

　　３１１-１５０１・茨城県鉾田市舟木・ふなき

　　３１１-１５１７・茨城県鉾田市鉾田・ほこた

　　３１１-１４０１・茨城県鉾田市箕輪・みのわ

　　３１１-１５３７・茨城県鉾田市紅葉・もみじ

　　３１１-１４２６・茨城県鉾田市樅山・もみやま

　　３１１-１５１４・茨城県鉾田市安塚・やすつﾞか

　　３１１-１４２５・茨城県鉾田市湯坪・ゆつほﾞ

　　３００-２３００・茨城県つくばみらい市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３００-２３４６・茨城県つくばみらい市青木・あおき

　　３００-２３４８・茨城県つくばみらい市青古新田・あおこしんでん

　　３００-２３１５・茨城県つくばみらい市足高・あだか

　　３００-２３５４・茨城県つくばみらい市新戸・あらと

　　３００-２３０７・茨城県つくばみらい市板橋・いたはﾞじ

　　３００-２３２３・茨城県つくばみらい市伊丹・いたみ

　　３００-２３５５・茨城県つくばみらい市市野深・いちのふか

　　３００-２３０８・茨城県つくばみらい市伊奈東・いなひがじ

　　３００-２３４２・茨城県つくばみらい市弥柳・いよやなぎ

　　３００-２３０３・茨城県つくばみらい市大和田・おおわだ

　　３００-２４１１・茨城県つくばみらい市押砂・おしずな

　　３００-２３５２・茨城県つくばみらい市小島新田・おじましんでん

　　３００-２４３２・茨城県つくばみらい市鬼長・おにおさ

　　３００-２３５３・茨城県つくばみらい市小張・おはﾞり

　　３００-２３３１・茨城県つくばみらい市神住新田・かすみしんでん

　　３００-２４２４・茨城県つくばみらい市加藤・かとう

　　３００-２４３１・茨城県つくばみらい市上小目・かみおめ

　　３００-２３２６・茨城県つくばみらい市上島・かみじま

　　３００-２４５３・茨城県つくばみらい市上長沼・かみながぬま



　　３００-２３３５・茨城県つくばみらい市上平柳・かみひらやなぎ

　　３００-２４２５・茨城県つくばみらい市川崎・かわさき

　　３００-２３１２・茨城県つくばみらい市神生・かんのう

　　３００-２４５６・茨城県つくばみらい市北袋・きたぶくろ

　　３００-２４０７・茨城県つくばみらい市北山・きたやま

　　３００-２４３６・茨城県つくばみらい市絹の台・きぬのだい

　　３００-２４４５・茨城県つくばみらい市小絹・こきぬ

　　３００-２４０２・茨城県つくばみらい市坂野新田・さかのしんでん

　　３００-２３３２・茨城県つくばみらい市山王新田・さんのうしんでん

　　３００-２３３６・茨城県つくばみらい市山谷・さんや

　　３００-２３５９・茨城県つくばみらい市紫峰ヶ丘・しほうがおか

　　３００-２４３３・茨城県つくばみらい市下小目・しもおめ

　　３００-２３２４・茨城県つくばみらい市下島・しもじま

　　３００-２４５４・茨城県つくばみらい市下長沼・しもながぬま

　　３００-２３３３・茨城県つくばみらい市下平柳・しもひらやなぎ

　　３００-２３０５・茨城県つくばみらい市重右衛門新田・じゆうえもんしんでん

　　３００-２４５５・茨城県つくばみらい市十和・じゆうわ

　　３００-２３１４・茨城県つくばみらい市城中・じようちゆう

　　３００-２４４４・茨城県つくばみらい市杉下・すぎした

　　３００-２３５１・茨城県つくばみらい市善助新田・ぜんすけしんでん

　　３００-２４０１・茨城県つくばみらい市台・だい

　　３００-２３０１・茨城県つくばみらい市高岡・たかおか

　　３００-２４１３・茨城県つくばみらい市田村・たむら

　　３００-２４５２・茨城県つくばみらい市樛木・つきぬき

　　３００-２４３５・茨城県つくばみらい市筒戸・つつど

　　３００-２４４１・茨城県つくばみらい市寺畑・てらはた

　　３００-２３２２・茨城県つくばみらい市戸崎・とさき

　　３００-２３２１・茨城県つくばみらい市戸茂・とも

　　３００-２３２５・茨城県つくばみらい市中島・なかじま

　　３００-２３４５・茨城県つくばみらい市長渡呂・ながとろ

　　３００-２３４４・茨城県つくばみらい市長渡呂新田・ながとろしんでん

　　３００-２４０３・茨城県つくばみらい市中原・なかはら

　　３００-２３３４・茨城県つくばみらい市中平柳・なかひらやなぎ

　　３００-２４２３・茨城県つくばみらい市成瀬・なるせ

　　３００-２４０５・茨城県つくばみらい市仁左衛門新田・にざえもんしんでん

　　３００-２４１５・茨城県つくばみらい市西楢戸・にしならど

　　３００-２４４２・茨城県つくばみらい市西ノ台・にしのだい

　　３００-２４４３・茨城県つくばみらい市西ノ台南・にしのだいみなみ

　　３００-２４２１・茨城県つくばみらい市西丸山・にしまるやま

　　３００-２４１２・茨城県つくばみらい市日川・につかわ

　　３００-２３１１・茨城県つくばみらい市野堀・のほﾞり

　　３００-２３１３・茨城県つくばみらい市東栗山・ひがしくりやま

　　３００-２４１６・茨城県つくばみらい市東楢戸・ひがしならど

　　３００-２３５６・茨城県つくばみらい市奉社・びしや

　　３００-２４３４・茨城県つくばみらい市平沼・ひらぬま

　　３００-２４０６・茨城県つくばみらい市福岡・ふくおか

　　３００-２４０８・茨城県つくばみらい市福岡工業団地・ふくおかこうぎようだんち

　　３００-２３４１・茨城県つくばみらい市福田・ふくだ

　　３００-２３２７・茨城県つくばみらい市福原・ふくわら

　　３００-２４１７・茨城県つくばみらい市富士見ヶ丘・ふじみがおか

　　３００-２３４７・茨城県つくばみらい市豊体・ぶたい

　　３００-２３０４・茨城県つくばみらい市武兵衛新田・ぶへえしんでん

　　３００-２４２２・茨城県つくばみらい市古川・ふるかわ

　　３００-２４４６・茨城県つくばみらい市細代・ほそしろ

　　３００-２４１４・茨城県つくばみらい市真木・まぎ

　　３００-２３０２・茨城県つくばみらい市狸穴・まみあな

　　３００-２４０４・茨城県つくばみらい市南・みなみ

　　３００-２３０６・茨城県つくばみらい市南太田・みなみおおた

　　３００-２４５１・茨城県つくばみらい市箕輪・みのわ

　　３００-２４２６・茨城県つくばみらい市宮戸・みやど

　　３００-２３４３・茨城県つくばみらい市狸渕・むじなぶち

　　３００-２３３７・茨城県つくばみらい市谷井田・やいた

　　３００-２３５７・茨城県つくばみらい市谷口・やぐち

　　３００-２３５８・茨城県つくばみらい市陽光台・ようこうだい

　　３１９-０１００・茨城県小美玉市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３１１-３４０４・茨城県小美玉市飯前・いいさき

　　３１９-０１２２・茨城県小美玉市江戸・えど

　　３１９-０１３７・茨城県小美玉市大笹・おおざさ

　　３１９-０１２６・茨城県小美玉市大谷・おおや

　　３１１-３４２３・茨城県小美玉市小川・おがわ



　　３１９-０１２５・茨城県小美玉市小曽納・おそのう

　　３１９-０１０６・茨城県小美玉市堅倉・かたくら

　　３１１-３４０５・茨城県小美玉市上合・かみあい

　　３１１-３４３６・茨城県小美玉市上玉里・かみたまり

　　３１９-０１１５・茨城県小美玉市上馬場・かみはﾞはﾞ

　　３１１-３４０３・茨城県小美玉市上吉影・かみよしかげ

　　３１１-３４１２・茨城県小美玉市川戸・かわど

　　３１１-３４３１・茨城県小美玉市川中子・かわなご

　　３１１-３４１７・茨城県小美玉市倉数・くらかず

　　３１１-３４３４・茨城県小美玉市栗又四ケ・くりまたしか

　　３１９-０１０７・茨城県小美玉市小岩戸・こいわと

　　３１１-３４２５・茨城県小美玉市小塙・こはﾞなわ

　　３１９-０１０２・茨城県小美玉市西郷地・さいごうち

　　３１１-３４０２・茨城県小美玉市佐才・さざい

　　３１９-０１０４・茨城県小美玉市三箇・さんが

　　３１９-０１０３・茨城県小美玉市柴高・しはﾞたか

　　３１１-３４３２・茨城県小美玉市下玉里・しもたまり

　　３１１-３４２６・茨城県小美玉市下馬場・しもはﾞはﾞ

　　３１１-３４０６・茨城県小美玉市下吉影・しもよしかげ

　　３１１-３４０１・茨城県小美玉市世楽・せらく

　　３１１-３４３３・茨城県小美玉市高崎・たかさき

　　３１９-０１３５・茨城県小美玉市高田・たかだ

　　３１１-３４３５・茨城県小美玉市田木谷・たぎや

　　３１９-０１１３・茨城県小美玉市竹原・たけはら

　　３１９-０１１２・茨城県小美玉市竹原下郷・たけはらしもごう

　　３１９-０１１４・茨城県小美玉市竹原中郷・たけはらなかごう

　　３１９-０１０５・茨城県小美玉市鶴田・つるた

　　３１９-０１３６・茨城県小美玉市手堤・てつつﾞみ

　　３１９-０１３１・茨城県小美玉市寺崎・てらざき

　　３１１-３４１４・茨城県小美玉市外之内・とのうち

　　３１９-０１１６・茨城県小美玉市中台・なかだい

　　３１１-３４２２・茨城県小美玉市中延・なかのべ

　　３１９-０１１１・茨城県小美玉市中野谷・なかのや

　　３１９-０１３４・茨城県小美玉市納場・のうはﾞ

　　３１１-３４１１・茨城県小美玉市野田・のだ

　　３１９-０１２１・茨城県小美玉市羽刈・はかり

　　３１９-０１０１・茨城県小美玉市橋場美・はしはﾞみ

　　３１１-３４２４・茨城県小美玉市幡谷・はたや

　　３１９-０１２３・茨城県小美玉市羽鳥・はとり

　　３１９-０１２４・茨城県小美玉市花野井・はなのい

　　３１９-０１３３・茨城県小美玉市張星・はりほじ

　　３１１-３４３７・茨城県小美玉市東田中・ひがしたなか

　　３１１-３４１５・茨城県小美玉市百里・ひやくり

　　３１９-０１３２・茨城県小美玉市部室・へむろ

　　３１９-０１０８・茨城県小美玉市先後・まつのち

　　３１１-３４２１・茨城県小美玉市宮田・みやた

　　３１１-３４１３・茨城県小美玉市山野・やまの

　　３１１-３４１６・茨城県小美玉市与沢・よざわ

　　３１１-３１００・茨城県東茨城郡茨城町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３１１-３１３７・茨城県東茨城郡茨城町網掛・あがけ

　　３１１-３１４７・茨城県東茨城郡茨城町秋葉・あきはﾞ

　　３１１-３１５２・茨城県東茨城郡茨城町飯沼・いいぬま

　　３１１-３１１１・茨城県東茨城郡茨城町馬渡・うまわたり

　　３１１-３１３５・茨城県東茨城郡茨城町海老沢・えびさわ

　　３１１-３１１４・茨城県東茨城郡茨城町大戸・おおど

　　３１１-３１５６・茨城県東茨城郡茨城町奥谷・おくのや

　　３１１-３１３１・茨城県東茨城郡茨城町小堤・おつﾞつみ

　　３１１-３１５７・茨城県東茨城郡茨城町小幡・おはﾞた

　　３１１-３１４５・茨城県東茨城郡茨城町上雨ケ谷・かみあまがい

　　３１１-３１５３・茨城県東茨城郡茨城町上飯沼・かみいいぬま

　　３１１-３１２２・茨城県東茨城郡茨城町上石崎・かみいしざき

　　３１１-３１３４・茨城県東茨城郡茨城町神宿・かみやど

　　３１１-３１４１・茨城県東茨城郡茨城町神谷・かんや

　　３１１-３１５１・茨城県東茨城郡茨城町木部・きべ

　　３１１-３１４６・茨城県東茨城郡茨城町下座・げざ

　　３１１-３１０７・茨城県東茨城郡茨城町小鶴・こつﾞる

　　３１１-３１３２・茨城県東茨城郡茨城町駒場・こまはﾞ

　　３１１-３１０４・茨城県東茨城郡茨城町駒渡・こまわたり

　　３１１-３１０６・茨城県東茨城郡茨城町越安・こやす

　　３１１-３１１３・茨城県東茨城郡茨城町近藤・こんどう



　　３１１-３１１７・茨城県東茨城郡茨城町桜の郷・さくらのさと

　　３１１-３１４４・茨城県東茨城郡茨城町下雨ケ谷・しもあまがい

　　３１１-３１５４・茨城県東茨城郡茨城町下飯沼・しもいいぬま

　　３１１-３１２５・茨城県東茨城郡茨城町下石崎・しもいしざき

　　３１１-３１５５・茨城県東茨城郡茨城町下土師・しもはじ

　　３１１-３１３８・茨城県東茨城郡茨城町城之内・じようのうち

　　３１１-３１０５・茨城県東茨城郡茨城町蕎麦原・そはﾞはら

　　３１１-３１０８・茨城県東茨城郡茨城町中央工業団地・ちゆうおうこうぎようだんち

　　３１１-３１１２・茨城県東茨城郡茨城町常井・とこい

　　３１１-３１４２・茨城県東茨城郡茨城町鳥羽田・とりはた

　　３１１-３１２４・茨城県東茨城郡茨城町中石崎・なかいしざき

　　３１１-３１１６・茨城県東茨城郡茨城町長岡・ながおか

　　３１１-３１４３・茨城県東茨城郡茨城町生井沢・なまいざわ

　　３１１-３１０３・茨城県東茨城郡茨城町野曽・のそ

　　３１１-３１１５・茨城県東茨城郡茨城町前田・まえだ

　　３１１-３１０１・茨城県東茨城郡茨城町南川又・みなみかわまた

　　３１１-３１０２・茨城県東茨城郡茨城町南栗崎・みなみくりざき

　　３１１-３１３３・茨城県東茨城郡茨城町南島田・みなみしまだ

　　３１１-３１３６・茨城県東茨城郡茨城町宮ケ崎・みやがさき

　　３１１-３１２１・茨城県東茨城郡茨城町谷田部・やたべ

　　３１１-３１２３・茨城県東茨城郡茨城町若宮・わかみや

　　３１１-１３００・茨城県東茨城郡大洗町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３１１-１３０１・茨城県東茨城郡大洗町磯浜町・いそはまちよう

　　３１１-１３０２・茨城県東茨城郡大洗町磯道・いそみち

　　３１１-１３１１・茨城県東茨城郡大洗町大貫町・おおぬきちよう

　　３１１-１３１２・茨城県東茨城郡大洗町神山町・かみやまちよう

　　３１１-１３０６・茨城県東茨城郡大洗町五反田・ごたんだ

　　３１１-１３０７・茨城県東茨城郡大洗町桜道・さくらみち

　　３１１-１３０３・茨城県東茨城郡大洗町東光台・とうこうだい

　　３１１-１３１３・茨城県東茨城郡大洗町成田町・なりたちよう

　　３１１-１３０５・茨城県東茨城郡大洗町港中央・みなとちゆうおう

　　３１１-１３０４・茨城県東茨城郡大洗町和銅・わどう

　　３１１-４３００・茨城県東茨城郡城里町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３１１-４３２１・茨城県東茨城郡城里町粟・あわ

　　３１１-４３４４・茨城県東茨城郡城里町阿波山・あわやま

　　３１１-４３０３・茨城県東茨城郡城里町石塚・いしつか

　　３１１-４３１２・茨城県東茨城郡城里町磯野・いその

　　３１１-４３３１・茨城県東茨城郡城里町岩船・いわふね

　　３１１-４４０３・茨城県東茨城郡城里町大網・おおあみ

　　３１１-４４０２・茨城県東茨城郡城里町小勝・おがち

　　３１１-４３１６・茨城県東茨城郡城里町小坂・おさか

　　３１１-４３１７・茨城県東茨城郡城里町勝見沢・かつみざわ

　　３１１-４３０５・茨城県東茨城郡城里町上青山・かみあおやま

　　３１１-４４０５・茨城県東茨城郡城里町上赤沢・かみあかさわ

　　３１１-４３２３・茨城県東茨城郡城里町上圷・かみあくつ

　　３１１-４３４２・茨城県東茨城郡城里町上阿野沢・かみあのさわ

　　３１１-４３０１・茨城県東茨城郡城里町上泉・かみいずみ

　　３１１-４３１３・茨城県東茨城郡城里町上入野・かみいりの

　　３１１-４３１５・茨城県東茨城郡城里町上古内・かみふるうち

　　３１１-４３２５・茨城県東茨城郡城里町北方・きたかた

　　３１１-４３４１・茨城県東茨城郡城里町御前山・ごぜんやま

　　３１１-４４０４・茨城県東茨城郡城里町真端・さなはﾞた

　　３１１-４４０１・茨城県東茨城郡城里町塩子・しおご

　　３１１-４３０４・茨城県東茨城郡城里町下青山・しもあおやま

　　３１１-４４０６・茨城県東茨城郡城里町下赤沢・しもあかさわ

　　３１１-４３２２・茨城県東茨城郡城里町下圷・しもあくつ

　　３１１-４３４３・茨城県東茨城郡城里町下阿野沢・しもあのさわ

　　３１１-４３１４・茨城県東茨城郡城里町下古内・しもふるうち

　　３１１-４３３５・茨城県東茨城郡城里町錫高野・すずこうや

　　３１１-４３２４・茨城県東茨城郡城里町高久・たかく

　　３１１-４３３３・茨城県東茨城郡城里町高根・たかね

　　３１１-４３３２・茨城県東茨城郡城里町高根台・たかねだい

　　３１１-４４０７・茨城県東茨城郡城里町徳蔵・とくら

　　３１１-４３０２・茨城県東茨城郡城里町那珂西・なかさい

　　３１１-４３０６・茨城県東茨城郡城里町春園・はるその

　　３１１-４３３４・茨城県東茨城郡城里町孫根・まごね

　　３１１-４３１１・茨城県東茨城郡城里町増井・ましい

　　３１９-１１００・茨城県那珂郡東海村・・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３１９-１１０２・茨城県那珂郡東海村石神内宿・ いしがみうちじゆく

　　３１９-１１０１・茨城県那珂郡東海村石神外宿・ いしがみとじゆく



　　３１９-１１１９・茨城県那珂郡東海村大山台・ おおやまだい

　　３１９-１１０４・茨城県那珂郡東海村亀下・ かめした

　　３１９-１１０６・茨城県那珂郡東海村白方・ しらかた

　　３１９-１１０９・茨城県那珂郡東海村白方中央・ しらかたちゆうおう

　　３１９-１１１４・茨城県那珂郡東海村須和間・ すわま

　　３１９-１１０３・茨城県那珂郡東海村竹瓦・ たけがわら

　　３１９-１１１３・茨城県那珂郡東海村照沼・ てるぬま

　　３１９-１１１７・茨城県那珂郡東海村東海・ とうかい

　　３１９-１１０５・茨城県那珂郡東海村豊岡・ とよおか

　　３１９-１１０７・茨城県那珂郡東海村豊白・ とよしろ

　　３１９-１１１１・茨城県那珂郡東海村舟石川・ ふないしかわ

　　３１９-１１１６・"茨城県那珂郡東海村, 舟石川駅西"・ふないしかわえきにじ

　　３１９-１１１８・"茨城県那珂郡東海村, 舟石川駅東"・ふないしかわえきひがじ

　　３１９-１１１５・茨城県那珂郡東海村船場・ ふなはﾞ

　　３１９-１１１２・茨城県那珂郡東海村村松・ むらまつ

　　３１９-１１０８・茨城県那珂郡東海村村松北・ むらまつきた

　　３１９-３５００・茨城県久慈郡大子町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３１９-３５３４・茨城県久慈郡大子町相川・あいかわ

　　３１９-３５４１・茨城県久慈郡大子町浅川・あさかわ

　　３１９-３５３８・茨城県久慈郡大子町芦野倉・あしのくら

　　３１９-３５５１・茨城県久慈郡大子町池田・いけだ

　　３１９-３５１５・茨城県久慈郡大子町内大野・うちおおの

　　３１９-３５３１・茨城県久慈郡大子町上岡・うわおか

　　３１９-３３６６・茨城県久慈郡大子町大沢・おおさわ

　　３１９-３５１３・茨城県久慈郡大子町大生瀬・おおなませ

　　３１９-３５３５・茨城県久慈郡大子町上金沢・かみかねさわ

　　３１９-３７０３・茨城県久慈郡大子町上郷・かみごう

　　３１９-３７０４・茨城県久慈郡大子町上野宮・かみのみや

　　３１９-３５５６・茨城県久慈郡大子町川山・かわやま

　　３１９-３５２１・茨城県久慈郡大子町北田気・きたたげ

　　３１９-３３６３・茨城県久慈郡大子町北富田・きたとみた

　　３１９-３７０１・茨城県久慈郡大子町北吉沢・きたよしざわ

　　３１９-３５２２・茨城県久慈郡大子町久野瀬・くのせ

　　３１９-３５１２・茨城県久慈郡大子町小生瀬・こなませ

　　３１９-３３６１・茨城県久慈郡大子町頃藤・ころふじ

　　３１９-３３６２・茨城県久慈郡大子町西金・さいがね

　　３１９-３５４３・茨城県久慈郡大子町左貫・さぬき

　　３１９-３５３３・茨城県久慈郡大子町下金沢・しもかねさわ

　　３１９-３５２４・茨城県久慈郡大子町下津原・しもつはら

　　３１９-３５５５・茨城県久慈郡大子町下野宮・しものみや

　　３１９-３５１４・茨城県久慈郡大子町外大野・そとおおの

　　３１９-３５２６・茨城県久慈郡大子町大子・だいご

　　３１９-３５１１・茨城県久慈郡大子町高柴・たかしはﾞ

　　３１９-３５５４・茨城県久慈郡大子町高田・たかだ

　　３１９-３５３６・茨城県久慈郡大子町田野沢・たのさわ

　　３１９-３３６５・茨城県久慈郡大子町栃原・とちはら

　　３１９-３７０５・茨城県久慈郡大子町中郷・なかごう

　　３１９-３５４２・茨城県久慈郡大子町初原・はつはﾞら

　　３１９-３５３７・茨城県久慈郡大子町塙・はなわ

　　３１９-３５２３・茨城県久慈郡大子町袋田・ふくろだ

　　３１９-３５４４・茨城県久慈郡大子町槇野地・まぎのち

　　３１９-３７０２・茨城県久慈郡大子町町付・まちつき

　　３１９-３５２５・茨城県久慈郡大子町南田気・みなみたげ

　　３１９-３５５３・茨城県久慈郡大子町冥賀・みようが

　　３１９-３３６４・茨城県久慈郡大子町盛金・もりがね

　　３１９-３５５２・茨城県久慈郡大子町矢田・やだ

　　３１９-３５３２・茨城県久慈郡大子町山田・やまだ

　　３００-０４００・茨城県稲敷郡美浦村・・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３００-０４２４・茨城県稲敷郡美浦村受領・ うけりよう

　　３００-０４０９・茨城県稲敷郡美浦村牛込・ うしごめ

　　３００-０４２２・茨城県稲敷郡美浦村大須賀津・ おおすかつﾞ

　　３００-０４１１・茨城県稲敷郡美浦村太田・ おおた

　　３００-０４１６・茨城県稲敷郡美浦村大塚・ おおつか

　　３００-０４１３・茨城県稲敷郡美浦村大谷・ おおや

　　３００-０４０２・茨城県稲敷郡美浦村大山・ おおやま

　　３００-０４２５・茨城県稲敷郡美浦村興津・ おきつ

　　３００-０４３３・茨城県稲敷郡美浦村木・ き

　　３００-０４２１・茨城県稲敷郡美浦村木原・ きはら

　　３００-０４２０・茨城県稲敷郡美浦村郷中・ ごうなか

　　３００-０４１９・茨城県稲敷郡美浦村山王・ さんのう



　　３００-０４１４・茨城県稲敷郡美浦村信太・ しだ

　　３００-０４３２・茨城県稲敷郡美浦村定光・ じようこう

　　３００-０４０４・茨城県稲敷郡美浦村土浦・ つちうら

　　３００-０４２６・茨城県稲敷郡美浦村土屋・ つちや

　　３００-０４３５・茨城県稲敷郡美浦村中野内・ なかのうち

　　３００-０４０８・茨城県稲敷郡美浦村根火・ ねび

　　３００-０４３６・茨城県稲敷郡美浦村根本・ ねもと

　　３００-０４１８・茨城県稲敷郡美浦村花見塚・ はなみつﾞか

　　３００-０４２７・茨城県稲敷郡美浦村布佐・ ふさ

　　３００-０４２８・茨城県稲敷郡美浦村舟子・ ふなこ

　　３００-０４３４・茨城県稲敷郡美浦村堀田・ ほつた

　　３００-０４０１・茨城県稲敷郡美浦村馬掛・ まがき

　　３００-０４０５・茨城県稲敷郡美浦村間野・ まの

　　３００-０４０３・茨城県稲敷郡美浦村馬見山・ まみやま

　　３００-０４１５・茨城県稲敷郡美浦村美駒・ みこま

　　３００-０４１０・茨城県稲敷郡美浦村みどり台・ みどりだい

　　３００-０４３７・茨城県稲敷郡美浦村見晴・ みはる

　　３００-０４１２・茨城県稲敷郡美浦村宮地・ みやじ

　　３００-０４３１・"茨城県稲敷郡美浦村, 本橋"・もとはじ

　　３００-０４２３・茨城県稲敷郡美浦村茂呂・ もろ

　　３００-０４０７・茨城県稲敷郡美浦村八井田・ やいた

　　３００-０４１７・茨城県稲敷郡美浦村谷中・ やなか

　　３００-０４０６・茨城県稲敷郡美浦村山内・ やまうち

　　３００-０３００・茨城県稲敷郡阿見町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３００-０３０１・茨城県稲敷郡阿見町青宿・あおやど

　　３００-０３０６・茨城県稲敷郡阿見町曙・あけほﾞの

　　３００-０３３１・茨城県稲敷郡阿見町阿見・あみ

　　３００-１１５１・茨城県稲敷郡阿見町荒川沖・あらかわおき

　　３００-１１５２・茨城県稲敷郡阿見町荒川本郷・あらかわほんごう

　　３００-０３２４・茨城県稲敷郡阿見町飯倉・いいぐら

　　３００-０３１３・茨城県稲敷郡阿見町石川・いしかわ

　　３００-０３４１・茨城県稲敷郡阿見町うずら野・うずらの

　　３００-０３２３・茨城県稲敷郡阿見町大形・おおがた

　　３００-０３０３・茨城県稲敷郡阿見町大室・おおむろ

　　３００-０３３５・茨城県稲敷郡阿見町岡崎・おかざき

　　３００-０３１４・茨城県稲敷郡阿見町追原・おつはﾟら

　　３００-０３０４・茨城県稲敷郡阿見町掛馬・かけうま

　　３００-０３１５・茨城県稲敷郡阿見町香澄の里・かすみのさと

　　３００-１１５４・茨城県稲敷郡阿見町上長・かみなが

　　３００-０３２２・茨城県稲敷郡阿見町君島・きみじま

　　３００-１１５７・茨城県稲敷郡阿見町小池・こいけ

　　３００-０３１１・茨城県稲敷郡阿見町島津・しまつﾞ

　　３００-１１５３・茨城県稲敷郡阿見町実穀・じつこく

　　３００-０３２５・茨城県稲敷郡阿見町上条・じようじよう

　　３００-０３３４・茨城県稲敷郡阿見町鈴木・すずき

　　３００-１１５８・茨城県稲敷郡阿見町住吉・すみよじ

　　３００-０３０５・茨城県稲敷郡阿見町竹来・たかく

　　３００-０３３２・茨城県稲敷郡阿見町中央・ちゆうおう

　　３００-０３３７・茨城県稲敷郡阿見町中郷・なかごう

　　３００-０３１２・茨城県稲敷郡阿見町南平台・なんへﾟいだい

　　３００-０３３６・茨城県稲敷郡阿見町西郷・にしごう

　　３００-０３０２・茨城県稲敷郡阿見町廻戸・はさまど

　　３００-０３２１・茨城県稲敷郡阿見町塙・はなわ

　　３００-１１５６・茨城県稲敷郡阿見町福田・ふくだ

　　３００-０３２６・茨城県稲敷郡阿見町星の里・ほしのさと

　　３００-１１５９・茨城県稲敷郡阿見町本郷・ほんごう

　　３００-１１５５・茨城県稲敷郡阿見町吉原・よしわら

　　３００-１１６１・茨城県稲敷郡阿見町よしわら・よしわら

　　３００-０３３３・茨城県稲敷郡阿見町若栗・わかぐり

　　３００-１３００・茨城県稲敷郡河内町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３００-１４０４・茨城県稲敷郡河内町片巻・かたまき

　　３００-１４０３・茨城県稲敷郡河内町金江津・かなえつ

　　３００-１３２４・茨城県稲敷郡河内町源清田・げんせいだ

　　３００-１３３２・茨城県稲敷郡河内町幸谷・こうや

　　３００-１３２２・茨城県稲敷郡河内町古河林・こがはﾞやじ

　　３００-１３３４・茨城県稲敷郡河内町小林町歩・こはﾞやしちようぶ

　　３００-１３２７・茨城県稲敷郡河内町猿島・さしま

　　３００-１４０６・茨城県稲敷郡河内町下加納・しもかのう

　　３００-１３１４・茨城県稲敷郡河内町下町歩・しもちようぶ

　　３００-１４０１・茨城県稲敷郡河内町十三間戸・じゆうさんまど



　　３００-１３１５・茨城県稲敷郡河内町十里・じゆうり

　　３００-１３１１・茨城県稲敷郡河内町庄布川・しようぶかわ

　　３００-１３３３・茨城県稲敷郡河内町角崎町歩・すみざきちようぶ

　　３００-１３３６・茨城県稲敷郡河内町大徳鍋子新田・だいとくなべこしんでん

　　３００-１３１３・茨城県稲敷郡河内町田川（４９０５－１）・たがわ(４９０５-１)

　　３００-１４０５・茨城県稲敷郡河内町田川（その他）・たがわ(そのた)

　　３００-１３２３・茨城県稲敷郡河内町手栗・てぐり

　　３００-１３１２・茨城県稲敷郡河内町長竿・ながさお

　　３００-１３２１・茨城県稲敷郡河内町羽子騎・はねき

　　３００-１４０２・茨城県稲敷郡河内町平川・ひらかわ

　　３００-１３１６・茨城県稲敷郡河内町布鎌・ふかま

　　３００-１３２５・茨城県稲敷郡河内町平三郎・へいざぶろう

　　３００-１３３１・茨城県稲敷郡河内町生板・まないた

　　３００-１３３５・茨城県稲敷郡河内町生板鍋子新田・まないたなべこしんでん

　　３００-１３２６・茨城県稲敷郡河内町宮淵・みやぶち

　　３００-１３３７・茨城県稲敷郡河内町竜ケ崎町歩・りゆうがさきちようぶ

　　３００-３５００・茨城県結城郡八千代町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３００-３５５５・茨城県結城郡八千代町芦ケ谷・あしがや

　　３００-３５５６・茨城県結城郡八千代町芦ケ谷新田・あしがやしんでん

　　３００-３５１９・茨城県結城郡八千代町新井・あらい

　　３００-３５３５・茨城県結城郡八千代町粟野・あわの

　　３００-３５６２・茨城県結城郡八千代町磯・いそ

　　３００-３５３１・茨城県結城郡八千代町今里・いまざと

　　３００-３５１４・茨城県結城郡八千代町大里・おおさと

　　３００-３５３４・茨城県結城郡八千代町太田・おおた

　　３００-３５７１・茨城県結城郡八千代町大戸新田・おおどしんでん

　　３００-３５５２・茨城県結城郡八千代町大間木・おおまぎ

　　３００-３５１５・茨城県結城郡八千代町大渡戸・おおわだど

　　３００-３５５４・茨城県結城郡八千代町尾崎・おさき

　　３００-３５２６・茨城県結城郡八千代町貝谷・かいや

　　３００-３５０３・茨城県結城郡八千代町粕礼・かすれい

　　３００-３５３３・茨城県結城郡八千代町片角・かたかく

　　３００-３５３７・茨城県結城郡八千代町苅橋・かりはじ

　　３００-３５２１・茨城県結城郡八千代町川尻・かわじり

　　３００-３５１３・茨城県結城郡八千代町久下田・くげた

　　３００-３５５１・茨城県結城郡八千代町栗山・くりやま

　　３００-３５１２・茨城県結城郡八千代町小屋・こや

　　３００-３５０５・茨城県結城郡八千代町佐野・さの

　　３００-３５０１・茨城県結城郡八千代町塩本・しおもと

　　３００-３５０２・茨城県結城郡八千代町下山川・しもやまかわ

　　３００-３５４１・茨城県結城郡八千代町新地・しんち

　　３００-３５４３・茨城県結城郡八千代町新地新田・しんちしんでん

　　３００-３５７２・茨城県結城郡八千代町菅谷・すげのや

　　３００-３５１１・茨城県結城郡八千代町瀬戸井・せとい

　　３００-３５１６・茨城県結城郡八千代町高崎・たかさき

　　３００-３５１７・茨城県結城郡八千代町坪井・つほﾞい

　　３００-３５３６・茨城県結城郡八千代町中野・なかの

　　３００-３５０６・茨城県結城郡八千代町成田・なりた

　　３００-３５３９・茨城県結城郡八千代町仁江戸・にえど

　　３００-３５０４・茨城県結城郡八千代町西大山・にしおおやま

　　３００-３５２５・茨城県結城郡八千代町沼森・ぬまもり

　　３００-３５１８・茨城県結城郡八千代町野爪・のつめ

　　３００-３５２３・茨城県結城郡八千代町八町・はつちよう

　　３００-３５３８・茨城県結城郡八千代町東大山・ひがしおおやま

　　３００-３５２７・茨城県結城郡八千代町東原・ひがしはら

　　３００-３５４５・茨城県結城郡八千代町東蕗田・ひがしふきだ

　　３００-３５２４・茨城県結城郡八千代町兵庫・ひようご

　　３００-３５６１・茨城県結城郡八千代町平塚・ひらつか

　　３００-３５５３・茨城県結城郡八千代町蕗田・ふきだ

　　３００-３５４２・茨城県結城郡八千代町福岡・ふくおか

　　３００-３５２２・茨城県結城郡八千代町袋・ふくろ

　　３００-３５３２・茨城県結城郡八千代町本郷・ほんごう

　　３００-３５６５・茨城県結城郡八千代町松本・まつもと

　　３００-３５６４・茨城県結城郡八千代町水口・みのくち

　　３００-３５６３・茨城県結城郡八千代町村貫・むらぬき

　　３００-３５４４・茨城県結城郡八千代町若・わか

　　３０６-０３００・茨城県猿島郡五霞町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３０６-０３０３・茨城県猿島郡五霞町江川・えがわ

　　３０６-０３１１・茨城県猿島郡五霞町大福田・おおふくだ

　　３０６-０３１４・茨城県猿島郡五霞町川妻・かわつま



　　３０６-０３０４・茨城県猿島郡五霞町幸主・こうしゆ

　　３０６-０３０８・茨城県猿島郡五霞町ごかみらい・ごかみらい

　　３０６-０３１５・茨城県猿島郡五霞町小手指・こてさじ

　　３０６-０３０７・茨城県猿島郡五霞町小福田・こふくだ

　　３０６-０３０２・茨城県猿島郡五霞町山王・さんのう

　　３０６-０３０１・茨城県猿島郡五霞町山王山・さんのうやま

　　３０６-０３１６・茨城県猿島郡五霞町釈迦・しやか

　　３０６-０３１２・茨城県猿島郡五霞町新幸谷・しんこうや

　　３０６-０３０６・茨城県猿島郡五霞町原宿台・はらじゆくだい

　　３０６-０３０５・茨城県猿島郡五霞町冬木・ふゆぎ

　　３０６-０３１７・茨城県猿島郡五霞町前林・まえはﾞやじ

　　３０６-０３１３・茨城県猿島郡五霞町元栗橋・もとくりはじ

　　３０６-０４００・茨城県猿島郡境町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３０６-０４３３・茨城県猿島郡境町境町の次に番地がくる場合・さかいまち

　　３０６-０４２２・茨城県猿島郡境町一ノ谷・いちのや

　　３０６-０４０７・茨城県猿島郡境町稲尾・いなお

　　３０６-０４１４・茨城県猿島郡境町内門・うちかど

　　３０６-０４２７・茨城県猿島郡境町浦向・うらむこう

　　３０６-０４２６・茨城県猿島郡境町金岡・かねおか

　　３０６-０４３４・茨城県猿島郡境町上小橋・かみこはﾞじ

　　３０６-０４２４・茨城県猿島郡境町桐ケ作・きりがさく

　　３０６-０４１２・茨城県猿島郡境町栗山・くりやま

　　３０６-０４０２・茨城県猿島郡境町猿山・さるやま

　　３０６-０４０１・茨城県猿島郡境町志鳥・しとり

　　３０６-０４１１・茨城県猿島郡境町下砂井・しもいさごい

　　３０６-０４３２・茨城県猿島郡境町下小橋・しもこはﾞじ

　　３０６-０４０３・茨城県猿島郡境町蛇池・じやいけ

　　３０６-０４２１・茨城県猿島郡境町染谷・そめや

　　３０６-０４０５・茨城県猿島郡境町塚崎・つかざき

　　３０６-０４０４・茨城県猿島郡境町長井戸・ながいど

　　３０６-０４３１・茨城県猿島郡境町西泉田・にしいずみだ

　　３０６-０４２５・茨城県猿島郡境町新田戸・につたど

　　３０６-０４１６・茨城県猿島郡境町伏木・ふせぎ

　　３０６-０４２３・茨城県猿島郡境町百戸・もど

　　３０６-０４１３・茨城県猿島郡境町山崎・やまざき

　　３０６-０４３５・茨城県猿島郡境町陽光台・ようこうだい

　　３０６-０４０６・茨城県猿島郡境町横塚・よこつか

　　３０６-０４１７・茨城県猿島郡境町若林・わかはﾞやじ

　　３０６-０４１５・茨城県猿島郡境町大歩・わご

　　３００-１６００・茨城県北相馬郡利根町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３００-１６０３・茨城県北相馬郡利根町奥山・おくやま

　　３００-１６３４・茨城県北相馬郡利根町押付新田・おしつけしんでん

　　３００-１６０２・茨城県北相馬郡利根町押戸・おしど

　　３００-１６１２・茨城県北相馬郡利根町加納新田・かのうしんでん

　　３００-１６３５・茨城県北相馬郡利根町上曽根・かみぞね

　　３００-１６２６・茨城県北相馬郡利根町四季の丘・しきのおか

　　３００-１６３３・茨城県北相馬郡利根町下井・しもい

　　３００-１６３２・茨城県北相馬郡利根町下曽根・しもぞね

　　３００-１６１１・茨城県北相馬郡利根町惣新田・そうしんでん

　　３００-１６０５・茨城県北相馬郡利根町大平・だいへい

　　３００-１６０１・茨城県北相馬郡利根町大房・だいほﾞう

　　３００-１６１６・茨城県北相馬郡利根町立木・たつぎ

　　３００-１６１４・茨城県北相馬郡利根町立崎・たつざき

　　３００-１６２４・茨城県北相馬郡利根町中田切・なかたぎり

　　３００-１６１５・茨城県北相馬郡利根町中谷・なかや

　　３００-１６２３・茨城県北相馬郡利根町八幡台・はちまんだい

　　３００-１６２５・茨城県北相馬郡利根町羽中・はなか

　　３００-１６３６・茨城県北相馬郡利根町羽根野・はねの

　　３００-１６３１・茨城県北相馬郡利根町早尾・はやお

　　３００-１６１３・茨城県北相馬郡利根町東奥山新田・ひがしおくやましんでん

　　３００-１６２２・茨城県北相馬郡利根町布川・ふかわ

　　３００-１６２１・茨城県北相馬郡利根町福木・ふくのき

　　３００-１６０６・茨城県北相馬郡利根町もえぎ野台・もえぎのだい

　　３００-１６０４・茨城県北相馬郡利根町横須賀・よこすか




