
　　０２０-００００・岩手県盛岡市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０２０-０１３３・岩手県盛岡市青山・あおやま

　　０２０-０８０１・岩手県盛岡市浅岸・あさぎじ

　　０２０-００１４・岩手県盛岡市愛宕下・あたごした

　　０２０-００１３・岩手県盛岡市愛宕町・あたごちよう

　　０２０-０１２６・岩手県盛岡市安倍館町・あべたてちよう

　　０２０-０８５２・岩手県盛岡市飯岡新田・いいおかしんでん

　　０２０-０３１２・岩手県盛岡市砂子沢・いさござわ

　　０２０-００５４・岩手県盛岡市猪去・いさり

　　０２０-０１４２・岩手県盛岡市稲荷町・いなりちよう

　　０２８-４１３１・岩手県盛岡市芋田・いもだ

　　０２０-００１２・岩手県盛岡市岩清水・いわしみず

　　０２０-０１０１・岩手県盛岡市岩脇町・いわわきちよう

　　０２０-００６６・岩手県盛岡市上田（１～４丁目・うえだ(１-４ちようめ)

　　０２０-００６６・岩手県盛岡市上田（北山）・うえだ(きたやま)

　　０２０-０２０４・岩手県盛岡市上田（糠森）・うえだ(ぬかもり)

　　０２０-０２０４・岩手県盛岡市上田（小野松）・うえだ(おのまつ)

　　０２０-０１０２・岩手県盛岡市上田（その他）・うえだ(そのた)

　　０２０-０１１３・岩手県盛岡市上田堤・うえだつつみ

　　０２０-００２３・岩手県盛岡市内丸・うちまる

　　０２０-０４０４・岩手県盛岡市大ケ生・おおがゆう

　　０２０-００２５・岩手県盛岡市大沢川原・おおさわかわら

　　０２０-０１４７・岩手県盛岡市大館町・おおだてちよう

　　０２０-００２２・岩手県盛岡市大通・おおどおり

　　０２０-０４０３・岩手県盛岡市乙部・おとべ

　　０２０-００２６・岩手県盛岡市開運橋通・かいうんはﾞしどおり

　　０２０-０８０７・岩手県盛岡市加賀野・かがの

　　０２０-０８２３・岩手県盛岡市門・かど

　　０２０-０８５４・岩手県盛岡市上飯岡・かみいいおか

　　０２０-００５３・岩手県盛岡市上太田・かみおおた

　　０２０-０８５５・岩手県盛岡市上鹿妻・かみかつﾞま

　　０２０-０１４３・岩手県盛岡市上厨川・かみくりやがわ

　　０２０-０１２５・岩手県盛岡市上堂・かみどう

　　０２０-０８８７・岩手県盛岡市上ノ橋町・かみのはしちよう

　　０２０-０００１・岩手県盛岡市上米内・かみよない

　　０２８-４１３５・岩手県盛岡市川崎・かわさき

　　０２０-０２０３・岩手県盛岡市川又・かわまた

　　０２０-０８１２・岩手県盛岡市川目・かわめ

　　０２０-０８１１・岩手県盛岡市川目町・かわめちよう

　　０２０-０８５７・岩手県盛岡市北飯岡・きたいいおか

　　０２０-０１３６・岩手県盛岡市北天昌寺町・きたてんしようじちよう

　　０２０-０１０５・岩手県盛岡市北松園・きたまつぞの

　　０２０-００６１・岩手県盛岡市北山・きたやま

　　０２０-００３１・岩手県盛岡市北夕顔瀬町・きたゆうがおせちよう

　　０２０-０１２４・岩手県盛岡市厨川・くりやがわ

　　０２０-０１１１・岩手県盛岡市黒石野・くろいしの

　　０２０-０４０２・岩手県盛岡市黒川・くろかわ

　　０２８-４１２５・岩手県盛岡市好摩・こうま

　　０２０-０８１５・岩手県盛岡市小杉山・こすぎやま

　　０２０-０１０４・岩手県盛岡市小鳥沢・ことりざわ

　　０２０-０８８５・岩手県盛岡市紺屋町・こんやちよう

　　０２０-００２４・岩手県盛岡市菜園・さいえん

　　０２０-００６３・岩手県盛岡市材木町・ざいもくちよう

　　０２０-００４１・岩手県盛岡市境田町・さかいだちよう

　　０２０-０８７８・岩手県盛岡市肴町・さかなちよう

　　０２０-０００２・岩手県盛岡市桜台・さくらだい

　　０２０-０８２１・岩手県盛岡市山王町・さんのうちよう

　　０２０-０８３１・岩手県盛岡市三本柳・さんほﾞんやなぎ

　　０２０-０８８３・岩手県盛岡市志家町・しけちよう

　　０２８-４１３２・岩手県盛岡市渋民・しぶたみ

　　０２０-０８７５・岩手県盛岡市清水町・しみずちよう

　　０２０-０８５３・岩手県盛岡市下飯岡・しもいいおか

　　０２８-４１３４・岩手県盛岡市下田・しもだ

　　０２０-０８７７・岩手県盛岡市下ノ橋町・しものはしちよう

　　０２０-００５１・岩手県盛岡市下太田・しもおおた

　　０２０-０８５６・岩手県盛岡市下鹿妻・しもかつﾞま

　　０２０-０１２３・岩手県盛岡市下厨川・しもくりやがわ

　　０２０-０００３・岩手県盛岡市下米内・しもよない

　　０２０-００４４・岩手県盛岡市城西町・じようせいちよう

　　０２０-０８０３・岩手県盛岡市新庄・しんじよう
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　　０２０-０８０６・岩手県盛岡市新庄町・しんじようちよう

　　０２０-００４２・岩手県盛岡市新田町・しんでんちよう

　　０２０-０８８４・岩手県盛岡市神明町・しんめいちよう

　　０２０-０８８２・岩手県盛岡市住吉町・すみよしちよう

　　０２０-０１２７・岩手県盛岡市前九年・ぜんくねん

　　０２０-０８６１・岩手県盛岡市仙北・せんほﾞく

　　０２０-０８６５・岩手県盛岡市仙北町・せんほﾞくちよう

　　０２０-０８２８・岩手県盛岡市大慈寺町・だいじじちよう

　　０２０-０１３５・岩手県盛岡市大新町・だいしんちよう

　　０２０-０８２５・岩手県盛岡市高崩・たかくずれ

　　０２０-０１１４・岩手県盛岡市高松・たかまつ

　　０２０-０１１５・岩手県盛岡市館向町・たてむかいちよう

　　０２０-０２０２・岩手県盛岡市玉山・たまやま

　　０２８-４１２１・岩手県盛岡市玉山永井・たまやまながい

　　０２８-４１２４・岩手県盛岡市玉山馬場・たまやまはﾞはﾞ

　　０２０-０８２２・岩手県盛岡市茶畑・ちやはﾞたけ

　　０２０-００２１・岩手県盛岡市中央通・ちゆうおうどおり

　　０２０-０１２１・岩手県盛岡市月が丘・つきがおか

　　０２０-０８３５・岩手県盛岡市津志田・つしだ

　　０２０-０８３８・岩手県盛岡市津志田中央・つしだちゆうおう

　　０２０-０８３６・岩手県盛岡市津志田西・つしだにじ

　　０２０-０８３７・岩手県盛岡市津志田町・つしだちよう

　　０２０-０８３９・岩手県盛岡市津志田南・つしだみなみ

　　０２０-０１４４・岩手県盛岡市土淵・つちぶち

　　０２０-０８０２・岩手県盛岡市つつじが丘・つつじがおか

　　０２０-００５５・岩手県盛岡市繋・つなぎ

　　０２０-０４０１・岩手県盛岡市手代森・てしろもり

　　０２８-４１２２・岩手県盛岡市寺林・てらはﾞやじ

　　０２０-０１３７・岩手県盛岡市天昌寺町・てんしようじちよう

　　０２０-０８８１・岩手県盛岡市天神町・てんじんちよう

　　０２０-００５２・岩手県盛岡市中太田・なかおおた

　　０２０-００４３・岩手県盛岡市中川町・なかがわちよう

　　０２０-０１３１・岩手県盛岡市中堤町・なかつつみちよう

　　０２０-０８１６・岩手県盛岡市中野・なかの

　　０２０-０８７１・岩手県盛岡市中ノ橋通・なかのはしどおり

　　０２０-０１４１・岩手県盛岡市中屋敷町・なかやしきちよう

　　０２０-０８３４・岩手県盛岡市永井・ながい

　　０２０-００６２・岩手県盛岡市長田町・ながたちよう

　　０２０-０１４６・岩手県盛岡市長橋町・ながはしちよう

　　０２０-００６４・岩手県盛岡市梨木町・なしのきちよう

　　０２０-００１６・岩手県盛岡市名須川町・なすかわちよう

　　０２０-０８２７・岩手県盛岡市鉈屋町・なたやちよう

　　０２０-０１３２・岩手県盛岡市西青山・にしあおやま

　　０２０-００６５・岩手県盛岡市西下台町・にししただいちよう

　　０２０-０８６４・岩手県盛岡市西仙北・にしせんほﾞく

　　０２０-０１０３・岩手県盛岡市西松園・にしまつぞの

　　０２０-０８３３・岩手県盛岡市西見前・にしみるまえ

　　０２０-０３１３・岩手県盛岡市根田茂・ねだも

　　０２０-０１１６・岩手県盛岡市箱清水・はこしみず

　　０２０-０８７２・岩手県盛岡市八幡町・はちまんちよう

　　０２０-０８４１・岩手県盛岡市羽場・ははﾞ

　　０２０-０８７６・岩手県盛岡市馬場町・はﾞはﾞちよう

　　０２０-０８２４・岩手県盛岡市東安庭・ひがしあにわ

　　０２０-０１０８・岩手県盛岡市東黒石野・ひがしくろいしの

　　０２０-０８０４・岩手県盛岡市東桜山・ひがしさくらやま

　　０２０-０８０５・岩手県盛岡市東新庄・ひがししんじよう

　　０２０-０８６２・岩手県盛岡市東仙北・ひがしせんほﾞく

　　０２０-０８１７・岩手県盛岡市東中野・ひがしなかの

　　０２０-０８１４・岩手県盛岡市東中野町・ひがしなかのちよう

　　０２０-０１０６・岩手県盛岡市東松園・ひがしまつぞの

　　０２０-０１１２・岩手県盛岡市東緑が丘・ひがしみどりがおか

　　０２０-０８３２・岩手県盛岡市東見前・ひがしみるまえ

　　０２０-０８１３・岩手県盛岡市東山・ひがしやま

　　０２０-０２０１・岩手県盛岡市日戸・ひのと

　　０２０-０１４５・岩手県盛岡市平賀新田・ひらかしんでん

　　０２０-００１５・岩手県盛岡市本町通・ほんちようどおり

　　０２０-０１４８・岩手県盛岡市前潟・まえがた

　　０２８-４１２３・岩手県盛岡市巻堀・まきほﾞり

　　０２０-０８７３・岩手県盛岡市松尾町・まつおちよう

　　０２０-０１０７・岩手県盛岡市松園・まつぞの



　　０２８-４１３６・岩手県盛岡市松内・まつない

　　０２０-０８２６・岩手県盛岡市神子田町・みこだちよう

　　０２０-０１２２・岩手県盛岡市みたけ・みたけ

　　０２０-００１１・岩手県盛岡市三ツ割・みつわり

　　０２０-０１１７・岩手県盛岡市緑が丘・みどりがおか

　　０２０-０１３４・岩手県盛岡市南青山町・みなみあおやまちよう

　　０２０-０８７４・岩手県盛岡市南大通・みなみおおどおり

　　０２０-０８６３・岩手県盛岡市南仙北・みなみせんほﾞく

　　０２０-０８５１・岩手県盛岡市向中野・むかいなかの

　　０２０-０８６６・岩手県盛岡市本宮・もとみや

　　０２０-０００５・岩手県盛岡市紅葉が丘・もみじがおか

　　０２０-００４５・岩手県盛岡市盛岡駅西通・もりおかえきにしとおり

　　０２０-００３３・岩手県盛岡市盛岡駅前北通・もりおかえきまえきたどおり

　　０２０-００３４・岩手県盛岡市盛岡駅前通・もりおかえきまえどおり

　　０２８-４１３３・岩手県盛岡市門前寺・もんぜんじ

　　０２０-０３１１・岩手県盛岡市簗川・やながわ

　　０２８-２７１１・岩手県盛岡市薮川・やぶかわ

　　０２０-０００４・岩手県盛岡市山岸・やまぎじ

　　０２０-００３２・岩手県盛岡市夕顔瀬町・ゆうがおせちよう

　　０２０-０８４２・岩手県盛岡市湯沢・ゆざわ

　　０２０-０８４４・岩手県盛岡市湯沢東・ゆざわひがじ

　　０２０-０８４３・岩手県盛岡市湯沢西・ゆざわにじ

　　０２０-０８４５・岩手県盛岡市湯沢南・ゆざわみなみ

　　０２０-０８４６・岩手県盛岡市流通センター北・りゆうつうせんたｰきた

　　０２０-０８８６・岩手県盛岡市若園町・わかそのちよう

　　０２７-００００・岩手県宮古市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０２７-０２０２・岩手県宮古市赤前・あかまえ

　　０２７-００９２・岩手県宮古市愛宕・あたご

　　０２７-００８６・岩手県宮古市新町・あらまち

　　０２７-００６２・岩手県宮古市泉町・いずみちよう

　　０２７-００４８・岩手県宮古市板屋・いたや

　　０２８-２４２１・岩手県宮古市江繋・えつなぎ

　　０２７-００５４・岩手県宮古市太田・おおた

　　０２７-００８３・岩手県宮古市大通・おおどおり

　　０２８-２４２２・岩手県宮古市小国・おぐに

　　０２７-０１１２・岩手県宮古市音部・おとべ

　　０２７-０１１１・岩手県宮古市重茂・おもえ

　　０２８-２３０３・岩手県宮古市片巣・かたす

　　０２８-２６３２・岩手県宮古市門馬・かどま

　　０２７-００３３・岩手県宮古市金浜・かねはま

　　０２７-００３９・岩手県宮古市河南・かなん

　　０２７-００７８・岩手県宮古市鴨崎町・かもざきちよう

　　０２８-２１０４・岩手県宮古市刈屋・かりや

　　０２８-２４０２・岩手県宮古市川井（第９地割～第１１地割）・かわい

　　０２８-２３０２・岩手県宮古市川井（その他）・かわい(そのた)

　　０２８-２５１３・岩手県宮古市川内・かわうち

　　０２７-００４２・岩手県宮古市神田沢町・かんだざわちよう

　　０２７-００４４・岩手県宮古市上鼻・かんはﾟな

　　０２７-００２８・岩手県宮古市神林・かんはﾞやじ

　　０２８-２６３１・岩手県宮古市区界・くざかい

　　０２７-０００８・岩手県宮古市熊野町・くまのちよう

　　０２７-００８５・岩手県宮古市黒田町・くろたまち

　　０２７-００６５・岩手県宮古市黒森町・くろもりちよう

　　０２７-０００６・岩手県宮古市鍬ケ崎・くわがさき

　　０２７-００４６・岩手県宮古市花原市・けはﾞらいち

　　０２７-０００５・岩手県宮古市光岸地・こうがんじ

　　０２７-００７１・岩手県宮古市小沢・こざわ

　　０２７-００３８・岩手県宮古市小山田・こやまだ

　　０２７-００７６・岩手県宮古市栄町・さかえちよう

　　０２７-００９６・岩手県宮古市崎鍬ケ崎・さきくわがさき

　　０２７-００９７・岩手県宮古市崎山・さきやま

　　０２７-００７２・岩手県宮古市五月町・さつきちよう

　　０２７-００９５・岩手県宮古市佐原・さはﾞら

　　０２７-００８８・岩手県宮古市沢田・さわだ

　　０２７-０２０１・岩手県宮古市白浜・しらはま

　　０２７-００８１・岩手県宮古市新川町・しんかわちよう

　　０２７-００８４・岩手県宮古市末広町・すえひろちよう

　　０２８-２５１２・岩手県宮古市鈴久名・すずくな

　　０２７-００５８・岩手県宮古市千徳・せんとく

　　０２７-００４３・岩手県宮古市千徳町・せんとくまち



　　０２７-００２４・岩手県宮古市磯鶏・そけい

　　０２７-００２２・岩手県宮古市磯鶏石崎・そけいいしざき

　　０２７-００２３・岩手県宮古市磯鶏沖・そけいおき

　　０２７-００２７・岩手県宮古市磯鶏西・そけいにじ

　　０２７-００３２・岩手県宮古市高浜・たかはま

　　０２７-００３６・岩手県宮古市田鎖・たくさり

　　０２７-０００９・岩手県宮古市蛸の浜町・たこのはまちよう

　　０２７-００６７・岩手県宮古市田代・たしろ

　　０２７-００７７・岩手県宮古市舘合町・たてあいちよう

　　０２７-００６６・岩手県宮古市田の神・たのかみ

　　０２７-０３０７・岩手県宮古市田老・たろう

　　０２７-０３５９・岩手県宮古市田老青倉・たろうあおくら

　　０２７-０３２２・岩手県宮古市田老青砂里・たろうあおざり

　　０２７-０３７５・岩手県宮古市田老青野滝・たろうあおのたき

　　０２７-０３７４・岩手県宮古市田老青野滝北・たろうあおのたききた

　　０２７-０３７６・岩手県宮古市田老青野滝南・たろうあおのたきみなみ

　　０２７-０３０５・岩手県宮古市田老荒谷・たろうありや

　　０２７-０３２１・岩手県宮古市田老乙部・たろうおとべ

　　０２７-０３７９・岩手県宮古市田老乙部野・たろうおとべの

　　０２７-０３７８・岩手県宮古市田老重津部・たろうおもつべ

　　０２７-０３７７・岩手県宮古市田老重津部北・たろうおもつべきた

　　０２７-０３３２・岩手県宮古市田老樫内・たろうかしない

　　０２７-０３８２・岩手県宮古市田老片巻・たろうかたまき

　　０２７-０３８８・岩手県宮古市田老上沖・たろうかみおき

　　０２７-０３４３・岩手県宮古市田老上小田代・たろうかみこだしろ

　　０２７-０３８３・岩手県宮古市田老上摂待・たろうかみせつたい

　　０２７-０３０６・岩手県宮古市田老川向・たろうかわむかい

　　０２７-０３８６・岩手県宮古市田老胡桃畑・たろうくるみはた

　　０２７-０３０４・岩手県宮古市田老ケラス・たろうけらす

　　０２７-０３１２・岩手県宮古市田老越田・たろうこしだ

　　０２７-０３４２・岩手県宮古市田老小田代・たろうこだしろ

　　０２７-０３５１・岩手県宮古市田老小林・たろうこはﾞやじ

　　０２７-０３６１・岩手県宮古市田老小堀内・たろうこほﾞりない

　　０２７-０３６２・岩手県宮古市田老小堀内南・たろうこほﾞりないみなみ

　　０２７-０３４７・岩手県宮古市田老笹見平・たろうささみたいら

　　０２７-０３２５・岩手県宮古市田老三王・たろうさんのう

　　０２７-０３４５・岩手県宮古市田老篠倉・たろうしのくら

　　０２７-０３８５・岩手県宮古市田老下摂待・たろうしもせつたい

　　０２７-０３１３・岩手県宮古市田老駿達・たろうしゆんだつ

　　０２７-０３６４・岩手県宮古市田老新田・たろうしんでん

　　０２７-０３５５・岩手県宮古市田老末前・たろうすえまえ

　　０２７-０３６７・岩手県宮古市田老鈴子沢・たろうすずこさわ

　　０２７-０３８４・岩手県宮古市田老摂待・たろうせつたい

　　０２７-０３６５・岩手県宮古市田老滝の沢・たろうたきのさわ

　　０２７-０３４４・岩手県宮古市田老辰の口・たろうたつのくち

　　０２７-０３０１・岩手県宮古市田老館が森・たろうたてがもり

　　０２７-０３５８・岩手県宮古市田老立腰・たろうたてこじ

　　０２７-０３０２・岩手県宮古市田老田中・たろうたなか

　　０２７-０３０３・岩手県宮古市田老田の沢・たろうたのさわ

　　０２７-０３６３・岩手県宮古市田老長畑・たろうながはﾞたけ

　　０２７-０３４６・岩手県宮古市田老七滝・たろうななたき

　　０２７-０３３１・岩手県宮古市田老西向山・たろうにしむかいやま

　　０２７-０３６６・岩手県宮古市田老新田平・たろうにつただいら

　　０２７-０３２３・岩手県宮古市田老野原・たろうのはら

　　０２７-０３８７・岩手県宮古市田老畑・たろうはた

　　０２７-０３３３・岩手県宮古市田老古田・たろうふるた

　　０２７-０３８１・岩手県宮古市田老星山・たろうほしやま

　　０２７-０３７１・岩手県宮古市田老水沢・たろうみずさわ

　　０２７-０３７２・岩手県宮古市田老水沢南・たろうみずさわみなみ

　　０２７-０３５７・岩手県宮古市田老向桑畑・たろうむかいくわはた

　　０２７-０３７３・岩手県宮古市田老向新田・たろうむかいしんでん

　　０２７-０３２４・岩手県宮古市田老向山・たろうむかいやま

　　０２７-０３５４・岩手県宮古市田老森崎・たろうもりさき

　　０２７-０３５２・岩手県宮古市田老八幡水神・たろうやはたすいじん

　　０２７-０３４１・岩手県宮古市田老養呂地・たろうようろち

　　０２７-０３１１・岩手県宮古市田老和野・たろうわの

　　０２７-０３５３・岩手県宮古市田老和蒔・たろうわまき

　　０２７-０３５６・岩手県宮古市田老和山・たろうわやま

　　０２７-００５６・岩手県宮古市近内・ちかない

　　０２７-０２０３・岩手県宮古市津軽石・つがるいじ



　　０２７-００９１・岩手県宮古市築地・つきじ

　　０２７-００９３・岩手県宮古市中里団地・なかさとだんち

　　０２７-００３４・岩手県宮古市長沢・ながさわ

　　０２７-００５５・岩手県宮古市長根・ながね

　　０２７-００５３・岩手県宮古市長町・ながまち

　　０２８-２５１１・岩手県宮古市夏屋・なつや

　　０２７-００４１・岩手県宮古市西ケ丘・にしがおか

　　０２７-００６１・岩手県宮古市西町・にしまち

　　０２７-００４７・岩手県宮古市根市・ねいち

　　０２８-２５０４・岩手県宮古市箱石（第２地割「７０～１３６」）

　　０２８-２５０４・岩手県宮古市箱石（第４地割「３～１１」）

　　０２８-２３０４・岩手県宮古市箱石（その他）・はこいし(そのた)

　　０２７-００３５・岩手県宮古市花輪・はなわ

　　０２８-２１０３・岩手県宮古市腹帯・はらたい

　　０２７-０００７・岩手県宮古市日影町・ひかげちよう

　　０２８-２１０２・岩手県宮古市蟇目・ひきめ

　　０２７-０００１・岩手県宮古市日立浜町・ひたちはまちよう

　　０２７-００９４・岩手県宮古市日の出町・ひのでちよう

　　０２８-２６３３・岩手県宮古市平津戸・ひらつと

　　０２７-００２９・岩手県宮古市藤の川・ふじのかわ

　　０２７-００２１・岩手県宮古市藤原・ふじわら

　　０２７-００２１・岩手県宮古市藤原上町・ふじわらかみまち

　　０２８-２３０１・岩手県宮古市古田・ふつた

　　０２７-００７４・岩手県宮古市保久田・ほくだ

　　０２７-００３７・岩手県宮古市松山・まつやま

　　０２７-００２５・岩手県宮古市実田・みた

　　０２７-００７３・岩手県宮古市緑ケ丘・みどりがおか

　　０２７-０００３・岩手県宮古市港町・みなとまち

　　０２７-００５１・岩手県宮古市南町・みなみまち

　　０２７-００６４・岩手県宮古市宮園・みやぞの

　　０２７-００５２・岩手県宮古市宮町・みやまち

　　０２７-００８２・岩手県宮古市向町・むかいまち

　　０２８-２１０１・岩手県宮古市茂市・もいち

　　０２７-００８９・岩手県宮古市本町・もとまち

　　０２７-００３１・岩手県宮古市八木沢・やぎさわ

　　０２７-００６３・岩手県宮古市山口・やまぐち

　　０２７-０００２・岩手県宮古市山根町・やまねちよう

　　０２７-００８７・岩手県宮古市横町・よこまち

　　０２７-０００４・岩手県宮古市臨港通・りんこうどおり

　　０２７-００４５・岩手県宮古市老木・ろうき

　　０２８-２１０５・岩手県宮古市和井内・わいない

　　０２７-００７５・岩手県宮古市和見町・わみまち

　　０２７-００２６・岩手県宮古市上村・わむら

　　０２２-００００・岩手県大船渡市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０２２-０００７・岩手県大船渡市赤崎町・あかさきちよう

　　０２２-０００４・岩手県大船渡市猪川町・いかわちよう

　　０２２-０００２・岩手県大船渡市大船渡町・おおふなとちよう

　　０２２-０００３・岩手県大船渡市盛町・さかりちよう

　　０２２-０１０１・岩手県大船渡市三陸町越喜来・さんりくちようおきらい

　　０２２-０１０２・岩手県大船渡市三陸町吉浜・さんりくちようよしはま

　　０２２-０２１１・岩手県大船渡市三陸町綾里・さんりくちようりようり

　　０２２-０００６・岩手県大船渡市立根町・たつこんちよう

　　０２２-０００５・岩手県大船渡市日頃市町・ひころいちちよう

　　０２２-０００１・岩手県大船渡市末崎町・まつさきちよう

　　０２５-００００・岩手県花巻市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０２５-００６７・岩手県花巻市浅沢・あさざわ

　　０２５-００８８・岩手県花巻市東町・あずまちよう

　　０２５-００７１・岩手県花巻市愛宕町・あたごちよう

　　０２５-００９５・岩手県花巻市石神町・いしがみちよう

　　０２８-３１３１・岩手県花巻市石鳥谷町猪鼻・いしどりやちよういのはな

　　０２８-３１５１・岩手県花巻市石鳥谷町江曽・えそ

　　０２８-３１８５・岩手県花巻市石鳥谷町大瀬川・おおせがわ

　　０２８-３１０２・岩手県花巻市石鳥谷町上口・かみぐち

　　０２８-３１７２・岩手県花巻市石鳥谷町北寺林・きたてらはﾞやじ

　　０２８-３１６１・岩手県花巻市石鳥谷町黒沼・くろぬま

　　０２８-３１０１・岩手県花巻市石鳥谷町好地・こうち

　　０２８-３１４１・岩手県花巻市石鳥谷町五大堂・ごだいどう

　　０２８-３１５３・岩手県花巻市石鳥谷町小森林・こもりはﾞやじ

　　０２８-３１８２・岩手県花巻市石鳥谷町松林寺・しようりんじ

　　０２８-３１３３・岩手県花巻市石鳥谷町関口・せきぐち



　　０２８-３１８１・岩手県花巻市石鳥谷町大興寺・だいこうじ

　　０２８-３１２２・岩手県花巻市石鳥谷町滝田・たきた

　　０２８-３１２１・岩手県花巻市石鳥谷町戸塚・とつﾞか

　　０２８-３１８４・岩手県花巻市石鳥谷町富沢・とみさわ

　　０２８-３１７１・岩手県花巻市石鳥谷町中寺林・なかてらはﾞやじ

　　０２８-３１１１・岩手県花巻市石鳥谷町新堀・にいほﾞり

　　０２８-３１６２・岩手県花巻市石鳥谷町西中島・にしなかじま

　　０２８-３１８３・岩手県花巻市石鳥谷町長谷堂・はせどう

　　０２８-３１６３・岩手県花巻市石鳥谷町八幡・はちまん

　　０２８-３１３２・岩手県花巻市石鳥谷町東中島・ひがしなかしま

　　０２８-３１５２・岩手県花巻市石鳥谷町南寺林・みなみてらはﾞやじ

　　０２８-３１４２・岩手県花巻市石鳥谷町八重畑・やえはた

　　０２５-００５８・岩手県花巻市一本杉・いつほﾟんすぎ

　　０２５-００４２・岩手県花巻市円万寺・えんまんじ

　　０２５-０３２２・岩手県花巻市狼沢・おおかみざわ

　　０２５-００３７・岩手県花巻市太田・おおた

　　０２５-００９２・岩手県花巻市大通り・おおどおり

　　０２８-３２０１・岩手県花巻市大迫町内川目・おおはさままちうちかわめ

　　０２８-３２０３・岩手県花巻市大迫町大迫・おおはさままちおおはさま

　　０２８-３２０４・岩手県花巻市大迫町亀ケ森・おおはさままちかめがもり

　　０２８-３２０２・岩手県花巻市大迫町外川目・おおはさままちそとかわめ

　　０２５-０３０３・岩手県花巻市大畑・おおはた

　　０２５-００２６・岩手県花巻市大谷地・おおやち

　　０２５-００８２・岩手県花巻市御田屋町・おたやちよう

　　０２５-０３１１・岩手県花巻市卸町・おろしまち

　　０２５-００８６・岩手県花巻市鍛治町・かじまち

　　０２５-００７５・岩手県花巻市花城町・かじようまち

　　０２５-０３２１・岩手県花巻市金矢・かなや

　　０２５-００５６・岩手県花巻市上北万丁目・かみきたまんちようめ

　　０２５-００６２・岩手県花巻市上小舟渡・かみこぶなと

　　０２５-００３２・岩手県花巻市上諏訪・かみすわ

　　０２５-００８７・岩手県花巻市上町・かみちよう

　　０２５-０００７・岩手県花巻市上似内・かみにたない

　　０２５-００４３・岩手県花巻市上根子・かみねこ

　　０２５-０１３２・岩手県花巻市北笹間・きたささま

　　０２５-０３０１・岩手県花巻市北湯口・きたゆぐち

　　０２５-０００８・岩手県花巻市空港南・くうこうみなみ

　　０２５-０００４・岩手県花巻市葛・くず

　　０２５-０２５３・岩手県花巻市下シ沢・くたしざわ

　　０２５-０３２３・岩手県花巻市椚ノ目・くぬぎのめ

　　０２５-００１３・岩手県花巻市幸田・こうだ

　　０２５-００１２・岩手県花巻市胡四王・こしおう

　　０２５-０３２４・岩手県花巻市小瀬川・こせがわ

　　０２５-００９８・岩手県花巻市材木町・ざいもくちよう

　　０２５-００７４・岩手県花巻市坂本町・さかもとちよう

　　０２５-００９４・岩手県花巻市桜木町・さくらぎちよう

　　０２５-００６４・岩手県花巻市桜台・さくらだい

　　０２５-００８４・岩手県花巻市桜町・さくらまち

　　０２５-００８１・岩手県花巻市里川口町・さとかわぐちまち

　　０２５-００６８・岩手県花巻市下幅・したははﾞ

　　０２５-００３５・岩手県花巻市実相寺・じつそうじ

　　０２５-００５４・岩手県花巻市下北万丁目・しもきたまんちようめ

　　０２５-００６３・岩手県花巻市下小舟渡・しもこぶなと

　　０２５-０００６・岩手県花巻市下似内・しもにたない

　　０２５-００２５・岩手県花巻市下根子・しもねこ

　　０２５-００２２・岩手県花巻市十二丁目・じゆうにちようめ

　　０２５-００７６・岩手県花巻市城内・じようない

　　０２５-０１３７・岩手県花巻市尻平川・しりたいらがわ

　　０２５-００５７・岩手県花巻市新田・しんでん

　　０２５-００７９・岩手県花巻市末広町・すえひろちよう

　　０２５-００３３・岩手県花巻市諏訪・すわ

　　０２５-００３９・岩手県花巻市諏訪町・すわちよう

　　０２５-０３０５・岩手県花巻市台・だい

　　０２５-００１６・岩手県花巻市高木・たかき

　　０２５-００８３・岩手県花巻市高田・たかだ

　　０２５-００１４・岩手県花巻市高松・たかまつ

　　０２５-０００５・岩手県花巻市田力・たちから

　　０２５-０００１・岩手県花巻市天下田・てんかだ

　　０２８-０１１５・岩手県花巻市東和町安俵・とうわちようあひよう

　　０２８-０１３４・岩手県花巻市東和町砂子・いさご



　　０２８-０１０３・岩手県花巻市東和町石鳩岡・いしはとおか

　　０２８-０１５４・岩手県花巻市東和町石持・いしもち

　　０２８-０１５１・岩手県花巻市東和町落合・おちあい

　　０２８-０１２１・岩手県花巻市東和町小友・おとも

　　０２８-０１３６・岩手県花巻市東和町小原・おはﾞら

　　０２８-０１４３・岩手県花巻市東和町上浮田・かみうきた

　　０２８-０１０７・岩手県花巻市東和町北小山田・きたおやまだ

　　０２８-０１０２・岩手県花巻市東和町北川目・きたかわめ

　　０２８-０１１６・岩手県花巻市東和町北成島・きたなるしま

　　０２８-０１０１・岩手県花巻市東和町北前田・きたまえだ

　　０２８-０１３５・岩手県花巻市東和町倉沢・くらざわ

　　０２８-０１５６・岩手県花巻市東和町小通・こがよう

　　０２８-０１４２・岩手県花巻市東和町駒籠・こまごめ

　　０２８-０１４１・岩手県花巻市東和町下浮田・しもうきた

　　０２８-０１１２・岩手県花巻市東和町新地・しんじ

　　０２８-０１０６・岩手県花巻市東和町外谷地・そとやち

　　０２８-０１３３・岩手県花巻市東和町鷹巣堂・たかすどう

　　０２８-０１２３・岩手県花巻市東和町田瀬・たせ

　　０２８-０１３２・岩手県花巻市東和町舘迫・たてはさま

　　０２８-０１２２・岩手県花巻市東和町谷内・たにない

　　０２８-０１１４・岩手県花巻市東和町土沢・つちざわ

　　０２８-０１５２・岩手県花巻市東和町毒沢・どくさわ

　　０２８-０１５３・岩手県花巻市東和町中内・なかない

　　０２８-０１１３・岩手県花巻市東和町東晴山・ひがしはるやま

　　０２８-０１０５・岩手県花巻市東和町前田・まえだ

　　０２８-０１３１・岩手県花巻市東和町町井・まちい

　　０２８-０１０４・岩手県花巻市東和町南川目・みなみかわめ

　　０２８-０１５５・岩手県花巻市東和町南成島・みなみなるしま

　　０２８-０１４４・岩手県花巻市東和町宮田・みやだ

　　０２８-０１１１・岩手県花巻市東和町百ノ沢・もものさわ

　　０２５-０１３５・岩手県花巻市栃内・とちない

　　０２５-０１３１・岩手県花巻市轟木・とどろき

　　０２５-０２５１・岩手県花巻市豊沢・とよさわ

　　０２５-００８９・岩手県花巻市豊沢町・とよさわちよう

　　０２５-００５３・岩手県花巻市中北万丁目・なかきたまんちようめ

　　０２５-０１３３・岩手県花巻市中笹間・なかささま

　　０２５-００３６・岩手県花巻市中根子・なかねこ

　　０２５-００７７・岩手県花巻市仲町・なかまち

　　０２５-００４６・岩手県花巻市鍋倉・なべくら

　　０２５-０２５２・岩手県花巻市鉛・なまり

　　０２５-００２３・岩手県花巻市成田・なりた

　　０２５-００２１・岩手県花巻市南城・なんじよう

　　０２５-００９１・岩手県花巻市西大通り・にしおおどおり

　　０２５-００４５・岩手県花巻市西晴山・にしはれやま

　　０２５-０００２・岩手県花巻市西宮野目・にしみやのめ

　　０２５-０３１２・岩手県花巻市二枚橋・にまいはﾞじ

　　０２５-０３１４・岩手県花巻市二枚橋町大通り・まちおおどおり

　　０２５-０３１５・岩手県花巻市二枚橋町南・にまいはﾞしまちみなみ

　　０２５-０３１３・岩手県花巻市二枚橋町北・にまいはﾞしまちきた

　　０２５-０３０２・岩手県花巻市糠塚・ぬかつﾞか

　　０２５-００５２・岩手県花巻市野田・のだ

　　０２５-００１５・岩手県花巻市東十二丁目・ひがしじゆうにちようめ

　　０２５-０００３・岩手県花巻市東宮野目・ひがしみやのめ

　　０２５-００４１・岩手県花巻市膝立・ひざたて

　　０２５-００７３・岩手県花巻市一日市・ひといち

　　０２５-００９６・岩手県花巻市藤沢町・ふじさわちよう

　　０２５-００８５・岩手県花巻市双葉町・ふたはﾞちよう

　　０２５-００７８・岩手県花巻市吹張町・ふつはﾟりちよう

　　０２５-００３１・岩手県花巻市不動・ふどう

　　０２５-００３８・岩手県花巻市不動町・ふどうちよう

　　０２５-００６５・岩手県花巻市星が丘・ほしがおか

　　０２５-００６６・岩手県花巻市松園町・まつぞのちよう

　　０２５-００９３・岩手県花巻市南川原町・みなみかわらちよう

　　０２５-０１３４・岩手県花巻市南笹間・みなみささま

　　０２５-００５１・岩手県花巻市南新田・みなみしんでん

　　０２５-００３４・岩手県花巻市南諏訪町・みなみすわちよう

　　０２５-００５５・岩手県花巻市南万丁目・みなみまんちようめ

　　０２５-００６１・岩手県花巻市本館・もとだて

　　０２５-００１１・岩手県花巻市矢沢・やさわ

　　０２５-００２４・岩手県花巻市山の神・やまのかみ



　　０２５-００４４・岩手県花巻市湯口（石川原）・ゆぐち(いしかわら)

　　０２５-００４４・岩手県花巻市湯口（田屋）・ゆぐち(たや)

　　０２５-００４４・岩手県花巻市湯口（二ツ堰）・ゆぐち(ふたつぜき)

　　０２５-００４４・岩手県花巻市湯口（的場）・ゆぐち(まとはﾞ)

　　０２５-０２４４・岩手県花巻市湯口（その他）・ゆぐち(そのた)

　　０２５-０３０４・岩手県花巻市湯本・ゆもと

　　０２５-０１３６・岩手県花巻市横志田・よこしだ

　　０２５-００７２・岩手県花巻市四日町・よつかまち

　　０２５-００９７・岩手県花巻市若葉町・わかはﾞちよう

　　０２４-００００・岩手県北上市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０２４-００５１・岩手県北上市相去町・あいさりちよう

　　０２４-００３１・岩手県北上市青柳町・あおやぎちよう

　　０２４-００８１・岩手県北上市有田町・ありたちよう

　　０２４-０００１・岩手県北上市飯豊・いいとよ

　　０２４-００４１・岩手県北上市稲瀬町・いなせちよう

　　０２４-００２１・岩手県北上市上野町・うえのちよう

　　０２４-００５４・岩手県北上市大堤東・おおつつみひがじ

　　０２４-００５３・岩手県北上市大堤西・おおつつみにじ

　　０２４-００５５・岩手県北上市大堤南・おおつつみみなみ

　　０２４-００５２・岩手県北上市大堤北・おおつつみきた

　　０２４-００６１・岩手県北上市大通り・おおどおり

　　０２４-００９１・岩手県北上市大曲町・おおまがりちよう

　　０２４-００５６・岩手県北上市鬼柳町・おにやなぎちよう

　　０２４-００６２・岩手県北上市鍛冶町・かじまち

　　０２４-００７１・岩手県北上市上江釣子・かみえつﾞりこ

　　０２４-００５７・岩手県北上市上鬼柳・かみおにやなぎ

　　０２４-００３２・岩手県北上市川岸・かわぎじ

　　０２４-００７２・岩手県北上市北鬼柳・きたおにやなぎ

　　０２４-０１０２・岩手県北上市北工業団地（３)・こうぎようだんち

　　０２４-０１０２・岩手県北上市北工業団地（５)・こうぎようだんち

　　０２４-０００２・岩手県北上市北工業団地（その他）・(そのた)

　　０２４-０２１１・岩手県北上市口内町・くちないちよう

　　０２４-００６３・岩手県北上市九年橋・くねんはﾞじ

　　０２４-００４２・岩手県北上市黒岩・くろいわ

　　０２４-００２２・岩手県北上市黒沢尻・くろさわじり

　　０２４-０１０５・岩手県北上市小鳥崎・ことりざき

　　０２４-００３３・岩手県北上市幸町・さいわいちよう

　　０２４-００８４・岩手県北上市さくら通り・さくらどおり

　　０２４-００２３・岩手県北上市里分・さとぶん

　　０２４-０１０３・岩手県北上市更木・さらき

　　０２４-００７３・岩手県北上市下江釣子・しもえつﾞりこ

　　０２４-００５８・岩手県北上市下鬼柳・しもおにやなぎ

　　０２４-００９２・岩手県北上市新穀町・しんこくちよう

　　０２４-００３４・岩手県北上市諏訪町・すわちよう

　　０２４-００４３・岩手県北上市立花・たちはﾞな

　　０２４-００１１・岩手県北上市堤ケ丘・つつみがおか

　　０２４-００１２・岩手県北上市常盤台・ときわだい

　　０２４-００２４・岩手県北上市中野町・なかのちよう

　　０２４-００７４・岩手県北上市滑田・なめしだ

　　０２４-０００３・岩手県北上市成田・なりた

　　０２４-００７５・岩手県北上市新平・につへﾟい

　　０２４-００７６・岩手県北上市鳩岡崎・はとおかざき

　　０２４-００３５・岩手県北上市花園町・はなぞのちよう

　　０２４-００４４・岩手県北上市平沢・ひらさわ

　　０２４-０１０１・岩手県北上市臥牛・ふしうじ

　　０２４-００１３・岩手県北上市藤沢・ふじさわ

　　０２４-０１０４・岩手県北上市二子町・ふたごちよう

　　０２４-００９３・岩手県北上市本石町・ほんごくちよう

　　０２４-００９４・岩手県北上市本通り・ほんどおり

　　０２４-００２５・岩手県北上市孫屋敷・まごやしき

　　０２４-００８２・岩手県北上市町分・まちぶん

　　０２４-０００４・岩手県北上市村崎野・むらさきの

　　０２４-００８３・岩手県北上市柳原町・やなぎはらちよう

　　０２４-００４５・岩手県北上市湯沢・ゆざわ

　　０２４-００９５・岩手県北上市芳町・よしちよう

　　０２４-００１４・岩手県北上市流通センター・りゆうつうせんたｰ

　　０２４-００６４・岩手県北上市若宮町・わかみやちよう

　　０２４-０３２１・岩手県北上市和賀町岩崎・わがちよういわさき

　　０２４-０３２２・岩手県北上市和賀町岩崎新田・いわさきしんでん

　　０２４-０３２５・岩手県北上市和賀町岩沢・いわさわ



　　０２４-０３３５・岩手県北上市和賀町後藤・ごとう

　　０２４-０３２３・岩手県北上市和賀町煤孫・すすまご

　　０２４-０３２６・岩手県北上市和賀町仙人・せんにん

　　０２４-０３３２・岩手県北上市和賀町竪川目・たてかわめ

　　０２４-０３３３・岩手県北上市和賀町長沼・ながぬま

　　０２４-０３３４・岩手県北上市和賀町藤根・ふじね

　　０２４-０３２４・岩手県北上市和賀町山口・やまぐち

　　０２４-０３３１・岩手県北上市和賀町横川目・よこかわめ

　　０２８-００００・岩手県久慈市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０２８-００１４・岩手県久慈市旭町・あさひちよう

　　０２８-００６３・岩手県久慈市荒町・あらまち

　　０２８-８１１１・岩手県久慈市宇部町・うべちよう

　　０２８-００３４・岩手県久慈市枝成沢・えだなりさわ

　　０２８-００９１・岩手県久慈市大川目町・おおかわめちよう

　　０２８-００８３・岩手県久慈市大沢・おおさわ

　　０２８-００４１・岩手県久慈市長内町・おさないちよう

　　０２８-００５４・岩手県久慈市柏崎・かしわざき

　　０２８-００５１・岩手県久慈市川崎町・かわさきちよう

　　０２８-００８２・岩手県久慈市川貫・かわぬき

　　０２８-００１３・岩手県久慈市京の森・きようのもり

　　０２８-００１５・岩手県久慈市源道・げんどう

　　０２８-００７１・岩手県久慈市小久慈町・こくじちよう

　　０２８-００２４・岩手県久慈市栄町・さかえちよう

　　０２８-７８０１・岩手県久慈市侍浜町・さむらいはまちよう

　　０２８-００３５・岩手県久慈市沢里・さわさと

　　０２８-００６５・岩手県久慈市十八日町・じゆうはちにちまち

　　０２８-００２３・岩手県久慈市新中の橋・しんなかのはじ

　　０２８-００５３・岩手県久慈市田高・たこう

　　０２８-００５５・岩手県久慈市巽町・たつみちよう

　　０２８-００２２・岩手県久慈市田屋町・たやちよう

　　０２８-００６１・岩手県久慈市中央・ちゆうおう

　　０２８-００３２・岩手県久慈市寺里・てらさと

　　０２８-００３１・岩手県久慈市天神堂・てんじんどう

　　０２８-００６６・岩手県久慈市中の橋・なかのはじ

　　０２８-００５６・岩手県久慈市中町・なかまち

　　０２８-０００１・岩手県久慈市夏井町・なついちよう

　　０２８-００１２・岩手県久慈市新井田・にいだ

　　０２８-００８１・岩手県久慈市西の沢・にしのさわ

　　０２８-００６２・岩手県久慈市二十八日町・にじゆうはちにちまち

　　０２８-００３３・岩手県久慈市畑田・はたけだ

　　０２８-００５２・岩手県久慈市本町・ほんちよう

　　０２８-００１１・岩手県久慈市湊町・みなとちよう

　　０２８-００２１・岩手県久慈市門前・もんぜん

　　０２８-８７１２・岩手県久慈市山形町小国・やまがたちようおぐに

　　０２８-８６０２・岩手県久慈市山形町川井・やまがたちようかわい

　　０２８-８７１３・岩手県久慈市山形町霜畑・やまがたちようしもはた

　　０２８-８７１１・岩手県久慈市山形町繋・やまがたちようつなぎ

　　０２８-８６０３・岩手県久慈市山形町荷軽部・やまがたちようにかるべ

　　０２８-８６０４・岩手県久慈市山形町日野沢・やまがたちようひのさわ

　　０２８-８６０１・岩手県久慈市山形町戸呂町・やまがたちようへろまち

　　０２８-８６０５・岩手県久慈市山形町来内・やまがたちようらいない

　　０２８-８５２１・岩手県久慈市山根町・やまねちよう

　　０２８-００６４・岩手県久慈市八日町・ようかちよう

　　０２８-０５００・岩手県遠野市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０２８-０５０３・岩手県遠野市青笹町青笹・あおざさちようあおざさ

　　０２８-０５０２・岩手県遠野市青笹町中沢・あおざさちようなかざわ

　　０２８-０５０１・岩手県遠野市青笹町糠前・あおざさちようぬかまえ

　　０２８-０５３３・岩手県遠野市綾織町上綾織・あやおりちようかみあやおり

　　０２８-０５３２・岩手県遠野市綾織町下綾織・あやおりちようしもあやおり

　　０２８-０５３１・岩手県遠野市綾織町新里・あやおりちようにつさと

　　０２８-０５３４・岩手県遠野市綾織町みさ崎・あやおりちようみさざき

　　０２８-０５１１・岩手県遠野市鶯崎町・うぐいすざきちよう

　　０２８-０４８１・岩手県遠野市小友町・おともちよう

　　０２８-０５１７・岩手県遠野市上組町・かみくみちよう

　　０２８-０７７６・岩手県遠野市上郷町板沢・かみごうちよういたざわ

　　０２８-０７７１・岩手県遠野市上郷町佐比内・かみごうちようさひない

　　０２８-０７７５・岩手県遠野市上郷町平倉・かみごうちようひらくら

　　０２８-０７７３・岩手県遠野市上郷町平野原・かみごうちようひらのはら

　　０２８-０７７２・岩手県遠野市上郷町細越・かみごうちようほそごえ

　　０２８-０７７４・岩手県遠野市上郷町来内・かみごうちようらいない



　　０２８-０５１６・岩手県遠野市穀町・こくちよう

　　０２８-０５２１・岩手県遠野市材木町・ざいもくちよう

　　０２８-０５２６・岩手県遠野市下組町・しもくみちよう

　　０２８-０５２２・岩手県遠野市新穀町・しんこくちよう

　　０２８-０５２４・岩手県遠野市新町・しんまち

　　０２８-０５２７・岩手県遠野市大工町・だいくちよう

　　０２８-０５２３・岩手県遠野市中央通り・ちゆうおうどおり

　　０２８-０６６２・岩手県遠野市附馬牛町安居台・つきもうしちようあおだい

　　０２８-０６６１・岩手県遠野市附馬牛町上附馬牛・かみつきもうじ

　　０２８-０６６３・岩手県遠野市附馬牛町下附馬牛・しもつきもうじ

　　０２８-０６６４・岩手県遠野市附馬牛町東禅寺・とうぜんじ

　　０２８-０５５４・岩手県遠野市土淵町飯豊・つちぶちちよういいとよ

　　０２８-０５５３・岩手県遠野市土淵町柏崎・かしわざき

　　０２８-０５５５・岩手県遠野市土淵町土淵・つちぶちちようつちぶち

　　０２８-０５５１・岩手県遠野市土淵町栃内・つちぶちちようとちない

　　０２８-０５５２・岩手県遠野市土淵町山口・つちぶちちようやまぐち

　　０２８-０５１４・岩手県遠野市遠野町・とおのちよう

　　０２８-０５４２・岩手県遠野市早瀬町・はやせちよう

　　０２８-０５１２・岩手県遠野市東上組町・ひがしかみくみちよう

　　０２８-０５１３・岩手県遠野市東穀町・ひがしこくちよう

　　０２８-０５１５・岩手県遠野市東舘町・ひがしだてちよう

　　０２８-０５４３・岩手県遠野市松崎町光興寺・まつざきちようこうこうじ

　　０２８-０５４５・岩手県遠野市松崎町駒木・まつざきちようこまぎ

　　０２８-０５４１・岩手県遠野市松崎町白岩・まつざきちようしらいわ

　　０２８-０５４４・岩手県遠野市松崎町松崎・まつざきちようまつざき

　　０２８-０３０２・岩手県遠野市宮守町上鱒沢・みやもりちようかみますざわ

　　０２８-０３０１・岩手県遠野市宮守町上宮守・みやもりちようかみみやもり

　　０２８-０３０３・岩手県遠野市宮守町下鱒沢・みやもりちようしもますざわ

　　０２８-０３０４・岩手県遠野市宮守町下宮守・みやもりちようしもみやもり

　　０２８-０３０５・岩手県遠野市宮守町達曽部・みやもりちようたつそべ

　　０２８-０５２５・岩手県遠野市六日町・むいかまち

　　０２１-００００・岩手県一関市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０２１-０８５３・岩手県一関市相去・あいさり

　　０２１-００３１・岩手県一関市青葉・あおはﾞ

　　０２１-００４１・岩手県一関市赤荻・あこおぎ

　　０２１-０８６４・岩手県一関市旭町・あさひちよう

　　０２１-０００８・岩手県一関市石畑・いしはﾞたけ

　　０２１-０８９４・岩手県一関市磐井町・いわいちよう

　　０２１-０８３４・岩手県一関市宇南・うなん

　　０２１-０８６７・岩手県一関市駅前・えきまえ

　　０２１-０８８４・岩手県一関市大手町・おおてまち

　　０２１-０８８１・岩手県一関市大町・おおまち

　　０２１-０８８２・岩手県一関市上大槻街・かみおおつきこうじ

　　０２１-０００７・岩手県一関市上日照・かみひでり

　　０２１-０８３３・岩手県一関市柄貝・からかい

　　０２９-０２０２・岩手県一関市川崎町薄衣・かわさきちよううすぎぬ

　　０２９-０２０１・岩手県一関市川崎町門崎・かわさきちようかんざき

　　０２１-０８０２・岩手県一関市北十軒街・きたじゆつけんこうじ

　　０２１-０８１４・岩手県一関市北ほうりょう・きたほうりよう

　　０２１-０８１１・岩手県一関市久保・くほﾞ

　　０２１-０１０１・岩手県一関市厳美町・げんびちよう

　　０２１-０８０４・岩手県一関市五十人町・ごじゆうにんまち

　　０２９-０１３１・岩手県一関市狐禅寺・こぜんじ

　　０２１-００２２・岩手県一関市五代町・ごだいちよう

　　０２１-００５２・岩手県一関市寿町・ことぶきちよう

　　０２１-００２４・岩手県一関市幸町・さいわいちよう

　　０２１-０８９１・岩手県一関市桜木町・さくらぎちよう

　　０２１-０８０１・岩手県一関市桜街・さくらこうじ

　　０２１-０８５２・岩手県一関市沢・さわ

　　０２１-０８３２・岩手県一関市散田・さんた

　　０２１-０８２１・岩手県一関市三関・さんのせき

　　０２１-０８９３・岩手県一関市地主町・じしゆまち

　　０２１-０８０６・岩手県一関市下大槻街・しもおおつきこうじ

　　０２１-０８７７・岩手県一関市城内・じようない

　　０２１-０００６・岩手県一関市上坊・じようほﾞう

　　０２１-０８８３・岩手県一関市新大町・しんおおまち

　　０２１-０００１・岩手県一関市新町・しんまち

　　０２１-０８４１・岩手県一関市吸川街・すいかわこうじ

　　０２１-００３２・岩手県一関市末広・すえひろ

　　０２１-０８５１・岩手県一関市関が丘・せきがおか



　　０２９-０８０４・岩手県一関市千厩町磐清水・せんまやちよういわしみず

　　０２９-１１１１・岩手県一関市千厩町奥玉・おくたま

　　０２９-０８０１・岩手県一関市千厩町清田・きよた

　　０２９-０８０２・岩手県一関市千厩町小梨・こなじ

　　０２９-０８０３・岩手県一関市千厩町千厩・せんまや

　　０２９-０７１１・岩手県一関市大東町大原・だいとうちようおおはら

　　０２９-０６０３・岩手県一関市大東町沖田・だいとうちようおきた

　　０２９-０４３１・岩手県一関市大東町猿沢・だいとうちようさるさわ

　　０２９-０５２１・岩手県一関市大東町渋民・だいとうちようしぶたみ

　　０２９-０５２３・岩手県一関市大東町摺沢・だいとうちようすりさわ

　　０２９-０５２２・岩手県一関市大東町曽慶・だいとうちようそげい

　　０２９-０６０２・岩手県一関市大東町鳥海・だいとうちようとりうみ

　　０２９-０６０１・岩手県一関市大東町中川・だいとうちようなかがわ

　　０２１-０８７３・岩手県一関市台町・だいまち

　　０２１-０８７５・岩手県一関市高崎町・たかさきちよう

　　０２９-０１３２・岩手県一関市滝沢・たきざわ

　　０２１-００２７・岩手県一関市竹山町・たけやまちよう

　　０２１-０８８５・岩手県一関市田村町・たむらちよう

　　０２１-０８４４・岩手県一関市反町・たんまち

　　０２１-００２１・岩手県一関市中央町・ちゆうおうちよう

　　０２１-０８６２・岩手県一関市千代田町・ちよだちよう

　　０２１-０８７４・岩手県一関市釣山・つりやま

　　０２１-００２３・岩手県一関市銅谷町・どうやちよう

　　０２１-０００５・岩手県一関市中里（沢田）・なかさと(さわだ)

　　０２１-０００２・岩手県一関市中里（その他）・なかさと(そのた)

　　０２１-０８３６・岩手県一関市鳴神・なるがみ

　　０２１-０８６５・岩手県一関市新山・にいやま

　　０２１-０８５４・岩手県一関市西沢・にしざわ

　　０２１-０８３５・岩手県一関市二本木・にほんぎ

　　０２１-０８３１・岩手県一関市沼田・ぬまた

　　０２１-０１０２・岩手県一関市萩荘（赤猪子、・はぎしよう(あかいのこ)

　　０２１-０１０２・岩手県一関市萩荘（芦ノ口・はぎしよう(あしのくち)

　　０２１-０１０２・岩手県一関市萩荘（甘蕨、・はぎしよう(あまわらび)

　　０２１-０１０２・岩手県一関市萩荘（老流、・はぎしよう(おいながれ)

　　０２１-０１０２・岩手県一関市萩荘（大沢、、・はぎしよう(おおさわ)

　　０２１-０１０２・岩手県一関市萩荘（上宇津野、・はぎしよう(かみうつの)

　　０２１-０１０２・岩手県一関市萩荘（上本郷、・はぎしよう(かみほんごう)

　　０２１-０１０２・岩手県一関市萩荘（上要害、・はぎしよう(かみようがい)

　　０２１-０１０２・岩手県一関市萩荘（化粧坂、・はぎしよう(けしようさか)

　　０２１-０１０２・岩手県一関市萩荘（三月田・はぎしよう(さんがつだ､)､

　　０２１-０１０２・岩手県一関市萩荘（下宇津野・しもうつの)､

　　０２１-０１０２・岩手県一関市萩荘（下本郷・しもほんごう)､

　　０２１-０１０２・岩手県一関市萩荘（外山・そでやま)

　　０２１-０１０２・岩手県一関市萩荘（堂の沢・どうのさわ)

　　０２１-０１０２・岩手県一関市萩荘（栃倉・とちくら)

　　０２１-０１０２・岩手県一関市萩荘（栃倉南、・とちくらみなみ)､

　　０２１-０１０２・岩手県一関市萩荘（長倉・ながくら)､

　　０２１-０１０２・岩手県一関市萩荘（中沢、・なかざわ)

　　０２１-０１０２・岩手県一関市萩荘（八幡）・やはた)

　　０２１-０１０２・岩手県一関市萩荘（山ノ沢）・やまのさわ)

　　０２１-０１０２・岩手県一関市萩荘（八森・(はちもり)

　　０２１-０１０２・岩手県一関市萩荘（馬場・(はﾞは)､

　　０２１-０１０２・岩手県一関市萩荘（広面・(ひろおもて)

　　０２１-０１０２・岩手県一関市萩荘（平場・(ひらは9

　　０２１-０１０２・岩手県一関市萩荘（古釜場・(ふるかまはﾞ)

　　０２１-０１０２・岩手県一関市萩荘（曲淵、・(まがりふち)

　　０２１-０１０２・岩手県一関市萩荘（松原、・(まつはﾞら)

　　０２１-０１０２・岩手県一関市萩荘（南沢・(みなみざわ)

　　０２１-０１０２・岩手県一関市萩荘（谷起・(やぎ)

　　０２１-０１０２・岩手県一関市萩荘（焼切・(やつきり)

　　０２１-０１０２・岩手県一関市萩荘（八瀬、・(やせ､)

　　０２１-０９０２・岩手県一関市萩荘（その他）・はぎしよう(そのた)

　　０２１-０８６１・岩手県一関市機織山・はたおりやま

　　０２１-０８７１・岩手県一関市八幡町・はちまんちよう

　　０２９-３１０３・岩手県一関市花泉町老松・はないずみちようおいまつ

　　０２９-３１０２・岩手県一関市花泉町金沢・はないずみちようかざわ

　　０２９-３２０６・岩手県一関市花泉町永井・はないずみちようながい

　　０２９-３１０１・岩手県一関市花泉町花泉・はないずみちようはないずみ

　　０２９-３１０４・岩手県一関市花泉町日形・はないずみちようひかた

　　０２９-３２０７・岩手県一関市花泉町油島・はないずみちようゆしま



　　０２９-３１０５・岩手県一関市花泉町涌津（一ノ町）・わくつ(いちのまち)

　　０２９-３１０５・岩手県一関市花泉町涌津（二ノ町）・わくつ(にのまち)

　　０２９-３１０５・岩手県一関市花泉町涌津（上原）・わくつ(かみはら)

　　０２９-３１０５・岩手県一関市花泉町涌津（境）・わくつ(さかい)

　　０２９-３１０５・岩手県一関市花泉町涌津（古川）・わくつ(ふるかわ)

　　０２９-３１０５・岩手県一関市花泉町涌津（道下）・わくつ(みちした)

　　０２９-３２０５・岩手県一関市花泉町涌津（その他）・わくつ(そのた)

　　０２１-０８０７・岩手県一関市東花王町・ひがしかおうちよう

　　０２１-０００３・岩手県一関市東五代・ひがしごだい

　　０２１-０８９２・岩手県一関市東地主町・ひがしじしゆまち

　　０２１-０８２２・岩手県一関市東台・ひがしだい

　　０２９-０３０１・岩手県一関市東山町田河津・ひがしやまちようたこうつﾞ

　　０２９-０３０２・岩手県一関市東山町長坂・ひがしやまちようながさか

　　０２９-０３０３・岩手県一関市東山町松川・ひがしやまちようまつかわ

　　０２１-０８７６・岩手県一関市広街・ひろこうじ

　　０２１-０８１２・岩手県一関市樋渡・ひわたじ

　　０２１-０８４３・岩手県一関市深町・ふかまち

　　０２９-３５２２・岩手県一関市藤沢町大籠・ふじさわちようおおかご

　　０２９-３３１１・岩手県一関市藤沢町黄海・ふじさわちようきのみ

　　０２９-３４０３・岩手県一関市藤沢町砂子田・ふじさわちようすなごた

　　０２９-３４０４・岩手県一関市藤沢町徳田・ふじさわちようとくだ

　　０２９-３４０２・岩手県一関市藤沢町新沼・ふじさわちようにいぬま

　　０２９-３４０６・岩手県一関市藤沢町西口・ふじさわちようにしぐち

　　０２９-３４０５・岩手県一関市藤沢町藤沢・ふじさわちようふじさわ

　　０２９-３５２１・岩手県一関市藤沢町保呂羽・ふじさわちようほろわ

　　０２９-３４０１・岩手県一関市藤沢町増沢・ふじさわちようますざわ

　　０２１-０２２１・岩手県一関市舞川・まいかわ

　　０２１-０９０１・岩手県一関市真柴・ましはﾞ

　　０２１-０００４・岩手県一関市町浦・まちうら

　　０２１-０８０３・岩手県一関市南十軒街・みなみじゆつけんこうじ

　　０２１-０８６６・岩手県一関市南新町・みなみしんまち

　　０２１-０８１３・岩手県一関市南ほうりょう・みなみほうりよう

　　０２１-０８６３・岩手県一関市南町・みなみまち

　　０２１-０８７２・岩手県一関市宮坂町・みやさかちよう

　　０２１-００１３・岩手県一関市宮下町・みやしたちよう

　　０２１-００１２・岩手県一関市宮前町・みやまえちよう

　　０２９-１２０１・岩手県一関市室根町折壁・むろねちようおりかべ

　　０２９-１２１１・岩手県一関市室根町津谷川・むろねちようつやがわ

　　０２９-１２０２・岩手県一関市室根町矢越・むろねちようやごじ

　　０２９-０２１１・岩手県一関市弥栄・やさかえ

　　０２１-０８４２・岩手県一関市柳町・やなぎまち

　　０２１-００６３・岩手県一関市山目（大槻）・やまのめ(おおつき)

　　０２１-００３５・岩手県一関市山目（才天）・やまのめ(さいてん)

　　０２１-００５４・岩手県一関市山目（境）・やまのめ(さかい)

　　０２１-００３３・岩手県一関市山目（里前）・やまのめ(さとまえ)

　　０２１-００６４・岩手県一関市山目（沢内）・やまのめ(さわうち)

　　０２１-００５１・岩手県一関市山目（三反田）・やまのめ(さんたんだ)

　　０２１-００３６・岩手県一関市山目（十二神）・やまのめ(じゆうにじん)

　　０２１-００３４・岩手県一関市山目（立沢）・やまのめ(たちざわ)

　　０２１-００６１・岩手県一関市山目（館）・やまのめ(たて)

　　０２１-００６２・岩手県一関市山目（寺前）・やまのめ(てらまえ)

　　０２１-００５５・岩手県一関市山目（泥田）・やまのめ(どろた)

　　０２１-００５６・岩手県一関市山目（泥田山下）・やまのめ(どろたやました)

　　０２１-００５３・岩手県一関市山目（中野）・やまのめ(なかの)

　　０２１-００２６・岩手県一関市山目（前田）・やまのめ(まえだ)

　　０２１-００２５・岩手県一関市山目（向野）・やまのめ(むかいの)

　　０２１-００１１・岩手県一関市山目町・やまのめまち

　　０２１-０８０５・岩手県一関市豊町・ゆたかまち

　　０２１-０８１５・岩手県一関市要害・ようがい

　　０２１-００１４・岩手県一関市蘭梅町・らんはﾞいちよう

　　０２９-２２００・岩手県陸前高田市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０２９-２２０７・岩手県陸前高田市小友町・おともちよう

　　０２９-２２０４・岩手県陸前高田市気仙町・けせんちよう

　　０２９-２２０５・岩手県陸前高田市高田町・たかたちよう

　　０２９-２２０３・岩手県陸前高田市竹駒町・たけこまちよう

　　０２９-２２０８・岩手県陸前高田市広田町・ひろたちよう

　　０２９-２２０１・岩手県陸前高田市矢作町・やはぎちよう

　　０２９-２２０２・岩手県陸前高田市横田町・よこたちよう

　　０２９-２２０６・岩手県陸前高田市米崎町・よねさきちよう

　　０２６-００００・岩手県釜石市・以下に不掲載・ いかにふけいさい



　　０２６-００１２・岩手県釜石市魚河岸・うおがじ

　　０２６-０３０１・岩手県釜石市鵜住居町・うのすまいちよう

　　０２６-０００３・岩手県釜石市嬉石町・うれいしちよう

　　０２６-００２２・岩手県釜石市大只越町・おおただこえちよう

　　０２６-０００２・岩手県釜石市大平町・おおだいらちよう

　　０２６-００２４・岩手県釜石市大町・おおまち

　　０２６-００２５・岩手県釜石市大渡町・おおわたりちよう

　　０２６-０３０２・岩手県釜石市片岸町・かたぎしちよう

　　０２６-００５５・岩手県釜石市甲子町・かつしちよう

　　０２６-００２６・岩手県釜石市釜石・かまいじ

　　０２６-００４１・岩手県釜石市上中島町・かみなかしまちよう

　　０２６-０４１２・岩手県釜石市栗林町・くりはﾞやしちよう

　　０２６-００４２・岩手県釜石市源太沢町・げんたさわちよう

　　０２６-００４５・岩手県釜石市小川町・こがわちよう

　　０２６-００５２・岩手県釜石市小佐野町・こさのちよう

　　０２６-００３３・岩手県釜石市駒木町・こまぎちよう

　　０２６-００４６・岩手県釜石市桜木町・さくらぎちよう

　　０２６-００５３・岩手県釜石市定内町・さだないちよう

　　０２６-００１５・岩手県釜石市新浜町・しんはまちよう

　　０２６-００４３・岩手県釜石市新町・しんまち

　　０２６-００３１・岩手県釜石市鈴子町・すずこちよう

　　０２６-００４４・岩手県釜石市住吉町・すみよしちよう

　　０２６-００２１・岩手県釜石市只越町・ただこえちよう

　　０２６-００３２・岩手県釜石市千鳥町・ちどりちよう

　　０２６-００２３・岩手県釜石市天神町・てんじんちよう

　　０２６-００６１・岩手県釜石市唐丹町（鍋倉）・とうにちよう(なべくら)

　　０２６-０１２１・岩手県釜石市唐丹町（その他）・とうにちよう(そのた)

　　０２６-００３４・岩手県釜石市中妻町・なかつﾞまちよう

　　０２６-００５４・岩手県釜石市野田町・のだちよう

　　０２６-０３０３・岩手県釜石市箱崎町・はこざきちよう

　　０２６-０４１１・岩手県釜石市橋野町・はしのちよう

　　０２６-００１３・岩手県釜石市浜町・はまちよう

　　０２６-００１４・岩手県釜石市東前町・ひがしまえちよう

　　０２６-０００１・岩手県釜石市平田・へいた

　　０２６-０００５・岩手県釜石市平田町・へいたちよう

　　０２６-０００４・岩手県釜石市松原町・まつはﾞらちよう

　　０２６-００１１・岩手県釜石市港町・みなとまち

　　０２６-００３５・岩手県釜石市八雲町・やぐもちよう

　　０２６-０３０４・岩手県釜石市両石町・りよういしちよう

　　０２６-００５１・岩手県釜石市礼ケ口町・れいがぐちちよう

　　０２８-６１００・岩手県二戸市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０２８-６７２３・岩手県二戸市安比・あつひﾟ

　　０２８-６１０３・岩手県二戸市石切所・いしきりどころ

　　０２８-５７１３・岩手県二戸市釜沢・かまざわ

　　０２８-６１０８・岩手県二戸市上斗米・かみとまい

　　０２８-５７１１・岩手県二戸市金田一・きんたいち

　　０２８-５７０２・岩手県二戸市下斗米（外芹沢）・しもとまい(そとせりさわ)

　　０２８-５７０２・岩手県二戸市下斗米（月折）・しもとまい(つきおり)

　　０２８-５７０２・岩手県二戸市下斗米（土橋）・しもとまい(つちはﾞし)

　　０２８-６１０２・岩手県二戸市下斗米（その他）・しもとまい(そのた)

　　０２８-６８５７・岩手県二戸市浄法寺町合名沢・じようほうじまちあいなざわ

　　０２８-６９４４・岩手県二戸市浄法寺町飛鳥・あすか

　　０２８-６９４５・岩手県二戸市浄法寺町飛鳥谷地・あすかやち

　　０２８-６９４６・岩手県二戸市浄法寺町安比内・あつひﾟない

　　０２８-６９４７・岩手県二戸市浄法寺町安比内沢・あつひﾟないざわ

　　０２８-６８８３・岩手県二戸市浄法寺町荒谷・あらや

　　０２８-６８３７・岩手県二戸市浄法寺町荒屋敷・あらやしき

　　０２８-６８６６・岩手県二戸市浄法寺町飯近・いいつﾞか

　　０２８-６９２４・岩手県二戸市浄法寺町家ノ上・いえのうえ

　　０２８-６８７７・岩手県二戸市浄法寺町伊崎沢・いさきざわ

　　０２８-６８７４・岩手県二戸市浄法寺町一反田・いつたんだ

　　０２８-６８４７・岩手県二戸市浄法寺町岩渕・いわぶち

　　０２８-６９４３・岩手県二戸市浄法寺町後久保・うしろくほﾞ

　　０２８-６８４８・岩手県二戸市浄法寺町ウト坂・うとざか

　　０２８-６８１９・岩手県二戸市浄法寺町馬洗場・うまあらいはﾞ

　　０２８-６８７９・岩手県二戸市浄法寺町梅ノ木・うめのき

　　０２８-６８３３・岩手県二戸市浄法寺町漆沢・うるしざわ

　　０２８-６８１７・岩手県二戸市浄法寺町漆沢大久保・うるしざわおおくほﾞ

　　０２８-６８３２・岩手県二戸市浄法寺町漆沢上平・うるしざわかみたいら

　　０２８-６８４５・岩手県二戸市浄法寺町漆沢上前田・うるしざわかみまえた



　　０２８-６８３１・岩手県二戸市浄法寺町漆沢下平・うるしざわしもたいら

　　０２８-６８３５・岩手県二戸市浄法寺町漆沢下モ前田・うるしざわしもまえた

　　０２８-６８２２・岩手県二戸市浄法寺町漆沢舘・うるしざわたて

　　０２８-６８４２・岩手県二戸市浄法寺町漆沢中前田・うるしざわなかまえた

　　０２８-６９８５・岩手県二戸市浄法寺町漆畑・うるしはﾞた

　　０２８-６８７８・岩手県二戸市浄法寺町漆原・うるしはﾞら

　　０２８-６８６１・岩手県二戸市浄法寺町上野・うわの

　　０２８-６８７３・岩手県二戸市浄法寺町大志田・おおした

　　０２８-６９１９・岩手県二戸市浄法寺町大清水荒屋・おおしみずあらや

　　０２８-６９１６・岩手県二戸市浄法寺町大清水下モ平・おおしみずしもたいら

　　０２８-６９２９・岩手県二戸市浄法寺町大清水空久保・おおしみずそらくほﾞ

　　０２８-６９１７・岩手県二戸市浄法寺町大清水前田・おおしみずまえた

　　０２８-６８１３・岩手県二戸市浄法寺町大平・おおだいら

　　０２８-６９５８・岩手県二戸市浄法寺町大手・おおて

　　０２８-６９３７・岩手県二戸市浄法寺町大畑・おおはた

　　０２８-６８４９・岩手県二戸市浄法寺町岡本・おかもと

　　０２８-６８４４・岩手県二戸市浄法寺町岡本前田・おかもとまえた

　　０２８-６９３９・岩手県二戸市浄法寺町長流部・おさるべ

　　０２８-６９４２・岩手県二戸市浄法寺町御山久保・おやまくほﾞ

　　０２８-６９３８・岩手県二戸市浄法寺町御山上平・おんやまうわだい

　　０２８-６９３３・岩手県二戸市浄法寺町御山上野・おんやまうわの

　　０２８-６９５２・岩手県二戸市浄法寺町御山大久保・おんやまおおくほﾞ

　　０２８-６９３５・岩手県二戸市浄法寺町御山下前田・おんやましもまえた

　　０２８-６９４８・岩手県二戸市浄法寺町御山舘・おんやまたて

　　０２８-６９４１・岩手県二戸市浄法寺町御山中前田・おんやまなかまえた

　　０２８-６９４９・岩手県二戸市浄法寺町御山前田・おんやままえた

　　０２８-６９６６・岩手県二戸市浄法寺町海上・かいしよう

　　０２８-６９５７・岩手県二戸市浄法寺町海上田・かいしようだ

　　０２８-６９６８・岩手県二戸市浄法寺町海上前田・かいしようまえた

　　０２８-６８１８・岩手県二戸市浄法寺町鏡田・かがみた

　　０２８-６９８４・岩手県二戸市浄法寺町柿ノ木平・かきのきたいら

　　０２８-６９５５・岩手県二戸市浄法寺町桂平・かつらだい

　　０２８-６９０６・岩手県二戸市浄法寺町上杉沢・かみすぎさわ

　　０２８-６８５６・岩手県二戸市浄法寺町上外野・かみそとの

　　０２８-６９１１・岩手県二戸市浄法寺町上前田・かみまえた

　　０２８-６８１６・岩手県二戸市浄法寺町上谷地・かみやち

　　０２８-６８２６・岩手県二戸市浄法寺町川又・かわまた

　　０２８-６９２６・岩手県二戸市浄法寺町門崎・かんざき

　　０２８-６９５３・岩手県二戸市浄法寺町木沢畑向・きさわはﾞたむかい

　　０２８-６８１４・岩手県二戸市浄法寺町北村・きたむら

　　０２８-６９８１・岩手県二戸市浄法寺町五庵・ごあん

　　０２８-６８５１・岩手県二戸市浄法寺町小池・こいけ

　　０２８-６９２１・岩手県二戸市浄法寺町小泉・こいずみ

　　０２８-６８２１・岩手県二戸市浄法寺町小平・こだいら

　　０２８-６９７７・岩手県二戸市浄法寺町駒ケ嶺・こまがみね

　　０２８-６９７３・岩手県二戸市浄法寺町駒ケ嶺舘・こまがみねたて

　　０２８-６９７９・岩手県二戸市浄法寺町駒ケ嶺野田・こまがみねのだ

　　０２８-６９７８・岩手県二戸市浄法寺町駒ケ嶺前田・こまがみねまえた

　　０２８-６９６３・岩手県二戸市浄法寺町小又・こまた

　　０２８-６８５３・岩手県二戸市浄法寺町サイカツ田・さいかつた

　　０２８-６９１８・岩手県二戸市浄法寺町サイカツ平・さいかつたいら

　　０２８-６９０３・岩手県二戸市浄法寺町坂本・さかもと

　　０２８-６９７２・岩手県二戸市浄法寺町桜田・さくらだ

　　０２８-６８７２・岩手県二戸市浄法寺町里川目・さとかわめ

　　０２８-６９０４・岩手県二戸市浄法寺町里代・さとしろ

　　０２８-６９３４・岩手県二戸市浄法寺町沢田・さわだ

　　０２８-６９２８・岩手県二戸市浄法寺町山内・さんない

　　０２８-６８４６・岩手県二戸市浄法寺町下タ前田・したまえた

　　０２８-６９２３・岩手県二戸市浄法寺町下村・したむら

　　０２８-６９３１・岩手県二戸市浄法寺町尻平・しつへﾟい

　　０２８-６９５１・岩手県二戸市浄法寺町清水尻・しみずじり

　　０２８-６９０７・岩手県二戸市浄法寺町季ケ平・しもがたいら

　　０２８-６８１２・岩手県二戸市浄法寺町下沢・しもさわ

　　０２８-６９１３・岩手県二戸市浄法寺町下ノ沢・しものさわ

　　０２８-６９８３・岩手県二戸市浄法寺町下藤・しもふじ

　　０２８-６８５４・岩手県二戸市浄法寺町下前田・しもまえた

　　０２８-６９１５・岩手県二戸市浄法寺町霜屋敷・しもやしき

　　０２８-６９２２・岩手県二戸市浄法寺町下谷地・しもやち

　　０２８-６８５５・岩手県二戸市浄法寺町浄法寺・じようほうじ

　　０２８-６８８４・岩手県二戸市浄法寺町新山・しんざん



　　０２８-６８３６・岩手県二戸市浄法寺町関田・せきた

　　０２８-６９６７・岩手県二戸市浄法寺町惣川原田・そうがわらだ

　　０２８-６９０５・岩手県二戸市浄法寺町空久保・そらくほﾞ

　　０２８-６９５６・岩手県二戸市浄法寺町大坊・だいほﾞう

　　０２８-６９６１・岩手県二戸市浄法寺町滝見橋・たきみはﾞじ

　　０２８-６８７６・岩手県二戸市浄法寺町田子内沢・たこないざわ

　　０２８-６８７５・岩手県二戸市浄法寺町舘・たて

　　０２８-６９７５・岩手県二戸市浄法寺町田余内・たよない

　　０２８-６８６８・岩手県二戸市浄法寺町長者花・ちようじやはﾞな

　　０２８-６８４３・岩手県二戸市浄法寺町堤口・つつみぐち

　　０２８-６８１１・岩手県二戸市浄法寺町手倉森・てぐらもり

　　０２８-６８６２・岩手県二戸市浄法寺町寺ノ上・てらのうえ

　　０２８-６９７６・岩手県二戸市浄法寺町樋口・といぐち

　　０２８-６８５２・岩手県二戸市浄法寺町樋田・といだ

　　０２８-６８２５・岩手県二戸市浄法寺町長坂・ながさか

　　０２８-６９３６・岩手県二戸市浄法寺町長渡路・ながどろ

　　０２８-６９７４・岩手県二戸市浄法寺町中畑・なかはた

　　０２８-６９１２・岩手県二戸市浄法寺町中前田・なかまえた

　　０２８-６８２４・岩手県二戸市浄法寺町西ノ沢・にしのさわ

　　０２８-６９６４・岩手県二戸市浄法寺町沼久保・ぬまくほﾞ

　　０２８-６９０８・岩手県二戸市浄法寺町野黒沢・のぐろさわ

　　０２８-６８６５・岩手県二戸市浄法寺町野田・のだ

　　０２８-６９２５・岩手県二戸市浄法寺町梅田・はﾞいた

　　０２８-６８６３・岩手県二戸市浄法寺町八幡舘・はちまんだて

　　０２８-６８１５・岩手県二戸市浄法寺町八方口・はつほﾟうぐち

　　０２８-６９６２・岩手県二戸市浄法寺町馬場向・はﾞはﾞむかい

　　０２８-６９６９・岩手県二戸市浄法寺町端保口・はほぐち

　　０２８-６９５４・岩手県二戸市浄法寺町早坂・はやさか

　　０２８-６８８２・岩手県二戸市浄法寺町羽余内・はよない

　　０２８-６９０１・岩手県二戸市浄法寺町深堀・ふかほﾞり

　　０２８-６８３４・岩手県二戸市浄法寺町細田・ほそだ

　　０２８-６８４１・岩手県二戸市浄法寺町松岡・まつおか

　　０２８-６９３２・岩手県二戸市浄法寺町松畑・まつはた

　　０２８-６８２３・岩手県二戸市浄法寺町宮沢・みやざわ

　　０２８-６９０２・岩手県二戸市浄法寺町明神沢・みようじんざわ

　　０２８-６９７１・岩手県二戸市浄法寺町向川原・むかいがわら

　　０２８-６８３８・岩手県二戸市浄法寺町向田・むかいだ

　　０２８-６８８５・岩手県二戸市浄法寺町森越・もりこじ

　　０２８-６８６４・岩手県二戸市浄法寺町門前向・もんぜんむかい

　　０２８-６８６７・岩手県二戸市浄法寺町焼場・やきはﾞ

　　０２８-６８７１・岩手県二戸市浄法寺町安戸・やすど

　　０２８-６９６５・岩手県二戸市浄法寺町谷地屋敷・やちやしき

　　０２８-６９８２・岩手県二戸市浄法寺町焼切・やつきり

　　０２８-６９２７・岩手県二戸市浄法寺町湯沢・ゆざわ

　　０２８-６９１４・岩手県二戸市浄法寺町和泉田・わいずみた

　　０２８-６８８１・岩手県二戸市浄法寺町渡ノ羽・わたのは

　　０２８-６１０７・岩手県二戸市白鳥・しらとり

　　０２８-６７２４・岩手県二戸市足沢・たるさわ

　　０２８-６１０６・岩手県二戸市仁左平・にさたい

　　０２８-６７２１・岩手県二戸市似鳥・にたどり

　　０２８-５７１２・岩手県二戸市野々上・ののうえ

　　０２８-６１０１・岩手県二戸市福岡・ふくおか

　　０２８-６７２２・岩手県二戸市福田・ふくだ

　　０２８-６１０５・岩手県二戸市堀野・ほりの

　　０２８-６１０４・岩手県二戸市米沢・まいさわ

　　０２８-７１００・岩手県八幡平市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０２８-７６１９・岩手県八幡平市相沢・あいざわ

　　０２８-７６３５・岩手県八幡平市愛の山・あいのやま

　　０２８-７５２６・岩手県八幡平市赤子平・あかこたい

　　０２８-７５５４・岩手県八幡平市赤坂田・あかさかた

　　０２８-７６７９・岩手県八幡平市足深・あしぶか

　　０２８-７５０６・岩手県八幡平市安代寺田・あしろてらだ

　　０２８-７５５２・岩手県八幡平市安代寄木・あしろよりき

　　０２８-７３０６・岩手県八幡平市安比高原・あつひﾟこうげん

　　０２８-７６２１・岩手県八幡平市兄川・あにかわ

　　０２８-７６２２・岩手県八幡平市兄畑中川原・あにはたなかかわら

　　０２８-７４０６・岩手県八幡平市荒木田・あらきだ

　　０２８-７５３４・岩手県八幡平市荒屋新町・あらやしんまち

　　０２８-７６７４・岩手県八幡平市家ノ裏・いえのうら

　　０２８-７５２１・岩手県八幡平市石神・いしがみ



　　０２８-７６１５・岩手県八幡平市石名坂・いしなざか

　　０２８-７６１４・岩手県八幡平市石名坂下タ・いしなざかした

　　０２８-７６６３・岩手県八幡平市石森・いしもり

　　０２８-７５６２・岩手県八幡平市五日市・いつかいち

　　０２８-７５０１・岩手県八幡平市岩木向・いわきむかい

　　０２８-７５０５・岩手県八幡平市岩屋・いわや

　　０２８-７５３１・岩手県八幡平市上の山・うえのやま

　　０２８-７６０２・岩手県八幡平市丑山・うしやま

　　０２８-７６０４・岩手県八幡平市丑山口・うしやまぐち

　　０２８-７５３６・岩手県八幡平市打田内・うつたない

　　０２８-７６０５・岩手県八幡平市鵜谷地・うのどりやち

　　０２８-７６０６・岩手県八幡平市姥子石・うはﾞこいじ

　　０２８-７６５５・岩手県八幡平市馬揚沢・うまあげさわ

　　０２８-７４０３・岩手県八幡平市上関・うわせき

　　０２８-７５５３・岩手県八幡平市扇畑・おうぎはた

　　０２８-７６６１・岩手県八幡平市大沢・おおさわ

　　０２８-７６６４・岩手県八幡平市大沢田・おおさわだ

　　０２８-７６０７・岩手県八幡平市大面平・おおつらたいら

　　０２８-７１１１・岩手県八幡平市大更・おおぶけ

　　０２８-７６２４・岩手県八幡平市大又沢口・おおまたさわぐち

　　０２８-７６１１・岩手県八幡平市沖田表・おきたおもて

　　０２８-７６２５・岩手県八幡平市沖ノ平・おきのたいら

　　０２８-７６１７・岩手県八幡平市折壁・おりかべ

　　０２８-７６１２・岩手県八幡平市欠田・かけた

　　０２８-７３０３・岩手県八幡平市柏台・かしわだい

　　０２８-７４０２・岩手県八幡平市帷子・かたびら

　　０２８-７５３３・岩手県八幡平市叺田・かますだ

　　０２８-７５０２・岩手県八幡平市上岩木・かみいわき

　　０２８-７５２７・岩手県八幡平市川原・かわら

　　０２８-７６４３・岩手県八幡平市切通・きりとおじ

　　０２８-７６５７・岩手県八幡平市栗木田・くりきだ

　　０２８-７５５５・岩手県八幡平市黒沢・くろさわ

　　０２８-７６２８・岩手県八幡平市小岩井・こいわい

　　０２８-７６５４・岩手県八幡平市小峠・ことうげ

　　０２８-７６３２・岩手県八幡平市小原道ノ上・こはらみちのうえ

　　０２８-７６３８・岩手県八幡平市小原道ノ下・こはらみちのした

　　０２８-７６７８・岩手県八幡平市小森・こもり

　　０２８-７５３２・岩手県八幡平市小柳田・こやなぎだ

　　０２８-７５４３・岩手県八幡平市小屋畑・こやのはた

　　０２８-７６２１・岩手県八幡平市作平・さくひら

　　０２８-７６５６・岩手県八幡平市左妻・さつﾞま

　　０２８-７６２７・岩手県八幡平市佐比内・さひない

　　０２８-７６７６・岩手県八幡平市沢口・さわぐち

　　０２８-７６４５・岩手県八幡平市下タ川原・したかわら

　　０２８-７５６１・岩手県八幡平市下町・したまち

　　０２８-７５３５・岩手県八幡平市清水・しみず

　　０２８-７６７５・岩手県八幡平市下モ川原・しもかわら

　　０２８-７５１１・岩手県八幡平市下の田・しものた

　　０２８-７６１８・岩手県八幡平市蛇石・じやいじ

　　０２８-７６４２・岩手県八幡平市勝善川原・しようぜんかわら

　　０２８-７６２９・岩手県八幡平市白沢口・しらさわぐち

　　０２８-７５５１・岩手県八幡平市新田・しんでん

　　０２８-７６６２・岩手県八幡平市杉沢・すぎさわ

　　０２８-７６４４・岩手県八幡平市雀長根・すずめながね

　　０２８-７５１６・岩手県八幡平市関沢口・せきさわぐち

　　０２８-７６３１・岩手県八幡平市瀬ノ沢・せのさわ

　　０２８-７４０５・岩手県八幡平市平舘・たいらだて

　　０２８-７５４２・岩手県八幡平市高畑・たかはた

　　０２８-７５６６・岩手県八幡平市滝沢・たきざわ

　　０２８-７６０１・岩手県八幡平市田沢・たざわ

　　０２８-７６２３・岩手県八幡平市舘市・たていち

　　０２８-７６７２・岩手県八幡平市田中下タ・たなかした

　　０２８-７５６３・岩手県八幡平市田の沢・たのさわ

　　０２８-７６７７・岩手県八幡平市田山・たやま

　　０２８-７６５１・岩手県八幡平市長者前・ちようじやまえ

　　０２８-７５１３・岩手県八幡平市土沢・つちざわ

　　０２８-７５２３・岩手県八幡平市繋沢・つなぎさわ

　　０２８-７５４１・岩手県八幡平市寺志田・てらしだ

　　０２８-７１１２・岩手県八幡平市田頭・でんどう

　　０２８-７３０３・岩手県八幡平市藤七温泉・とうしちおんせん



　　０２８-７６２６・岩手県八幡平市戸鎖・とくさり

　　０２８-７５６７・岩手県八幡平市戸沢・とざわ

　　０２８-７６７３・岩手県八幡平市殿坂下タ・とのさかした

　　０２８-７５１４・岩手県八幡平市中佐井・なかさい

　　０２８-７５０３・岩手県八幡平市中田・なかだ

　　０２８-７４０１・岩手県八幡平市西根寺田・にしねてらだ

　　０２８-７６５２・岩手県八幡平市根石・ねいじ

　　０２８-７３０１・岩手県八幡平市野駄・のだ

　　０２８-７３０２・岩手県八幡平温泉郷・はちまんたいおんせんきよう

　　０２８-７６７１・岩手県八幡平市馬場下・はﾞはﾞした

　　０２８-７５２５・岩手県八幡平市日影・ひかげ

　　０２８-７６３３・岩手県八幡平市日泥道ノ上・ひどろみちのうえ

　　０２８-７６３７・岩手県八幡平市日泥道ノ下・ひどろみちのした

　　０２８-７１１３・岩手県八幡平市平笠・ひらかさ

　　０２８-７６５３・岩手県八幡平市平又・ひらまた

　　０２８-７６４１・岩手県八幡平市比路平・ひろびら

　　０２８-７６１６・岩手県八幡平市二タ子・ふたご

　　０２８-７５１５・岩手県八幡平市古屋敷・ふるやしき

　　０２８-７５５６・岩手県八幡平市星沢・ほしざわ

　　０２８-７５５７・岩手県八幡平市細野・ほその

　　０２８-７５４４・岩手県八幡平市保戸坂・ほとざか

　　０２８-７４０４・岩手県八幡平市堀切・ほりきり

　　０２８-７５０４・岩手県八幡平市前田・まえだ

　　０２８-７５３７・岩手県八幡平市曲田・まがた

　　０２８-７６１３・岩手県八幡平市亦戸川原・またとかわら

　　０２８-７３０５・岩手県八幡平市松尾・まつお

　　０２８-７３０２・岩手県八幡平市松尾寄木・まつおよりき

　　０２８-７３０２・岩手県八幡平市松川温泉・まつかわおんせん

　　０２８-７５４５・岩手県八幡平市松木田・まつきだ

　　０２８-７３０４・岩手県八幡平市緑ガ丘・みどりがおか

　　０２８-７５６５・岩手県八幡平市目名市・めないち

　　０２８-７６０３・岩手県八幡平市矢神・やがみ

　　０２８-７５６４・岩手県八幡平市谷地田・やちた

　　０２８-７６０８・岩手県八幡平市谷地中・やちなか

　　０２８-７５１２・岩手県八幡平市山岸・やまぎじ

　　０２８-７５２２・岩手県八幡平市山口・やまぐち

　　０２８-７５２４・岩手県八幡平市湯の沢・ゆのさわ

　　０２８-７６３４・岩手県八幡平市和屋敷道ノ上・わやしきみちのうえ

　　０２８-７６３６・岩手県八幡平市和屋敷道ノ下・わやしきみちのした

　　０２３-００００・岩手県奥州市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０２３-０４０２・岩手県奥州市胆沢小山・いさわおやま

　　０２３-０４０１・岩手県奥州市胆沢南都田・いさわなつた

　　０２３-０４０３・岩手県奥州市胆沢若柳・いさわわかやなぎ

　　０２３-１７６１・岩手県奥州市江刺伊手・えさしいで

　　０２３-１１３２・岩手県奥州市江刺稲瀬・えさしいなせ

　　０２３-１１０１・岩手県奥州市江刺岩谷堂・えさしいわやどう

　　０２３-１１１１・岩手県奥州市江刺大通り・えさしおおどおり

　　０２３-１１３１・岩手県奥州市江刺愛宕・えさしおだき

　　０２３-１１２１・岩手県奥州市江刺男石・えさしおとこいじ

　　０２３-１１１４・岩手県奥州市江刺川原町・えさしかわらまち

　　０２３-１１１８・岩手県奥州市江刺栄町・えさしさかえちよう

　　０２３-１１０５・岩手県奥州市江刺杉ノ町・えさしすぎのまち

　　０２３-１１２５・岩手県奥州市江刺銭町・えさしぜにまち

　　０２３-１１２２・岩手県奥州市江刺館山・えさしたてやま

　　０２３-１１３４・岩手県奥州市江刺玉里・えさしたまさと

　　０２３-０１７１・岩手県奥州市江刺田原・えさしたわら

　　０２３-１１１６・岩手県奥州市江刺重染寺・えさしちようぜんじ

　　０２３-１１０４・岩手県奥州市江刺豊田町・えさしとよたちよう

　　０２３-１１１３・岩手県奥州市江刺中町・えさしなかまち

　　０２３-１１０３・岩手県奥州市江刺西大通り・えさしにしおおどおり

　　０２３-１１３３・岩手県奥州市江刺広瀬・えさしひろせ

　　０２３-１７６２・岩手県奥州市江刺藤里・えさしふじさと

　　０２３-１１１５・岩手県奥州市江刺本町・えさしほんちよう

　　０２３-１１２３・岩手県奥州市江刺前田町・えさしまえだちよう

　　０２３-１１１２・岩手県奥州市江刺南大通り・えさしみなみおおどおり

　　０２３-１１１７・岩手県奥州市江刺南町・えさしみなみまち

　　０２３-１１２４・岩手県奥州市江刺六日町・えさしむいかまち

　　０２３-１３４１・岩手県奥州市江刺梁川・えさしやながわ

　　０２３-１１０２・岩手県奥州市江刺八日町・えさしようかまち

　　０２３-１５５１・岩手県奥州市江刺米里・えさしよねさと



　　０２９-４４２６・岩手県奥州市衣川愛宕下・ころもがわあたごした

　　０２９-４３１５・岩手県奥州市衣川天田・ころもがわあまだ

　　０２９-４３６５・岩手県奥州市衣川天土・ころもがわあまつち

　　０２９-４３０７・岩手県奥州市衣川有浦・ころもがわありうら

　　０２９-４４３４・岩手県奥州市衣川池田・ころもがわいけだ

　　０２９-４４３３・岩手県奥州市衣川池田西・ころもがわいけだにじ

　　０２９-４３８１・岩手県奥州市衣川石ヶ沢・ころもがわいしがさわ

　　０２９-４３８４・岩手県奥州市衣川石神・ころもがわいしがみ

　　０２９-４３１３・岩手県奥州市衣川石生・ころもがわいしゆう

　　０２９-４３２２・岩手県奥州市衣川板倉・ころもがわいたくら

　　０２９-４３５２・岩手県奥州市衣川岩の上・ころもがわいわのうえ

　　０２９-４４６５・岩手県奥州市衣川後滝の沢・ころもがわうしろたきのさわ

　　０２９-４３７７・岩手県奥州市衣川後山・ころもがわうしろやま

　　０２９-４４８２・岩手県奥州市衣川畦畑・ころもがわうねはた

　　０２９-４４８１・岩手県奥州市衣川畦畑山・ころもがわうねはたやま

　　０２９-４４２５・岩手県奥州市衣川采女沢・ころもがわうねめざわ

　　０２９-４４４２・岩手県奥州市衣川上野・ころもがわうわの

　　０２９-４３２１・岩手県奥州市衣川雲南田・ころもがわうんなんだ

　　０２９-４４３６・岩手県奥州市衣川大石ヶ沢・ころもがわおおいしがさわ

　　０２９-４４０６・岩手県奥州市衣川大坂・ころもがわおおざか

　　０２９-４３０８・岩手県奥州市衣川大平・ころもがわおおだいら

　　０２９-４４１９・岩手県奥州市衣川大面・ころもがわおおつら

　　０２９-４３４７・岩手県奥州市衣川大西・ころもがわおおにじ

　　０２９-４４８８・岩手県奥州市衣川大原・ころもがわおおはら

　　０２９-４４８７・岩手県奥州市衣川大原山・ころもがわおおはらやま

　　０２９-４３８３・岩手県奥州市衣川沖の野・ころもがわおきのの

　　０２９-４４３５・岩手県奥州市衣川押切・ころもがわおしきり

　　０２９-４４５４・岩手県奥州市衣川表・ころもがわおもて

　　０２９-４３８６・岩手県奥州市衣川女石・ころもがわおんないじ

　　０２９-４３２６・岩手県奥州市衣川懸田・ころもがわかけだ

　　０２９-４４５２・岩手県奥州市衣川月山・ころもがわがつさん

　　０２９-４３８８・岩手県奥州市衣川上大森・ころもがわかみおおもり

　　０２９-４４７４・岩手県奥州市衣川上河内・ころもがわかみかわうち

　　０２９-４４１１・岩手県奥州市衣川上小路・ころもがわかみこうじ

　　０２９-４４９１・岩手県奥州市衣川上立沢・ころもがわかみたちさわ

　　０２９-４３２９・岩手県奥州市衣川上寺田・ころもがわかみてらだ

　　０２９-４４３７・岩手県奥州市衣川唐金・ころもがわからかね

　　０２９-４４４６・岩手県奥州市衣川川端・ころもがわかわはた

　　０２９-４４０７・岩手県奥州市衣川金成・ころもがわかんなり

　　０２９-４３０３・岩手県奥州市衣川衣原・ころもがわきぬはら

　　０２９-４３５３・岩手県奥州市衣川旧殿・ころもがわきゆうでん

　　０２９-４３７５・岩手県奥州市衣川鞍掛・ころもがわくらかけ

　　０２９-４４２４・岩手県奥州市衣川九輪堂・ころもがわくりんどう

　　０２９-４４０５・岩手県奥州市衣川桑木谷地・ころもがわくわのきやち

　　０２９-４３１７・岩手県奥州市衣川桑畑・ころもがわくわはた

　　０２９-４３２３・岩手県奥州市衣川小安代・ころもがわこあんしろ

　　０２９-４３０６・岩手県奥州市衣川小田・ころもがわこだ

　　０２９-４４３２・岩手県奥州市衣川小林・ころもがわこはﾞやじ

　　０２９-４３６２・岩手県奥州市衣川小林山・ころもがわこはﾞやしやま

　　０２９-４３２５・岩手県奥州市衣川小正板・ころもがわこまさいた

　　０２９-４３３３・岩手県奥州市衣川駒場・ころもがわこまはﾞ

　　０２９-４３４４・岩手県奥州市衣川沢田・ころもがわさわだ

　　０２９-４４４４・岩手県奥州市衣川清水の上・ころもがわしみずのうえ

　　０２９-４３８７・岩手県奥州市衣川下大森・ころもがわしもおおもり

　　０２９-４４７１・岩手県奥州市衣川下河内・ころもがわしもかわうち

　　０２９-４４９２・岩手県奥州市衣川下立沢・ころもがわしもたちさわ

　　０２９-４３２８・岩手県奥州市衣川下寺田・ころもがわしもてらだ

　　０２９-４３７８・岩手県奥州市衣川菖蒲平・ころもがわしようぶだいら

　　０２９-４４２７・岩手県奥州市衣川陣場下・ころもがわじんはﾞした

　　０２９-４３４８・岩手県奥州市衣川杉野・ころもがわすぎの

　　０２９-４４１８・岩手県奥州市衣川杉林・ころもがわすぎはﾞやじ

　　０２９-４４１３・岩手県奥州市衣川堰下・ころもがわせきした

　　０２９-４３８２・岩手県奥州市衣川関袋・ころもがわせきぶくろ

　　０２９-４４２２・岩手県奥州市衣川瀬原・ころもがわせわら

　　０２９-４４２３・岩手県奥州市衣川瀬原西浦・ころもがわせわらにしうら

　　０２９-４４８４・岩手県奥州市衣川噌味・ころもがわそうみ

　　０２９-４３０４・岩手県奥州市衣川外の沢・ころもがわそとのさわ

　　０２９-４４８６・岩手県奥州市衣川鷹の巣・ころもがわたかのす

　　０２９-４３４２・岩手県奥州市衣川高保呂・ころもがわたかほろ

　　０２９-４３４５・岩手県奥州市衣川館城・ころもがわたてしろ



　　０２９-４４３１・岩手県奥州市衣川田中・ころもがわたなか

　　０２９-４４３９・岩手県奥州市衣川田中西・ころもがわたなかにじ

　　０２９-４４０８・岩手県奥州市衣川土屋・ころもがわつちや

　　０２９-４４０４・岩手県奥州市衣川寺袋・ころもがわてらぶくろ

　　０２９-４３８５・岩手県奥州市衣川富沢・ころもがわとみさわ

　　０２９-４４１２・岩手県奥州市衣川富田・ころもがわとみた

　　０２９-４４１７・岩手県奥州市衣川富田前・ころもがわとみたまえ

　　０２９-４３４６・岩手県奥州市衣川豊巻・ころもがわとよまき

　　０２９-４３８９・岩手県奥州市衣川長板沢・ころもがわながいたさわ

　　０２９-４４７２・岩手県奥州市衣川中河内・ころもがわなかかわうち

　　０２９-４３０５・岩手県奥州市衣川長袋・ころもがわながふくろ

　　０２９-４３６１・岩手県奥州市衣川長嚢・ころもがわながふくろ

　　０２９-４３１４・岩手県奥州市衣川中屋敷・ころもがわなかやしき

　　０２９-４４７５・岩手県奥州市衣川中山・ころもがわなかやま

　　０２９-４３５１・岩手県奥州市衣川夏秋・ころもがわなつあき

　　０２９-４３６３・岩手県奥州市衣川夏梨・ころもがわなつなじ

　　０２９-４４４５・岩手県奥州市衣川七日市場・ころもがわなのかいちはﾞ

　　０２９-４４４１・岩手県奥州市衣川並木前・ころもがわなみきまえ

　　０２９-４４９５・岩手県奥州市衣川楢原・ころもがわならはら

　　０２９-４４９４・岩手県奥州市衣川楢原山・ころもがわならはらやま

　　０２９-４３６４・岩手県奥州市衣川西風山・ころもがわなれやま

　　０２９-４３１６・岩手県奥州市衣川苗代沢・ころもがわなわしろさわ

　　０２９-４４５６・岩手県奥州市衣川西裏・ころもがわにしうら

　　０２９-４３１２・岩手県奥州市衣川西窪・ころもがわにしくほﾞ

　　０２９-４４８３・岩手県奥州市衣川沼野・ころもがわぬまの

　　０２９-４４９３・岩手県奥州市衣川野崎・ころもがわのざき

　　０２９-４３５４・岩手県奥州市衣川除・ころもがわのぞき

　　０２９-４４１４・岩手県奥州市衣川野田・ころもがわのだ

　　０２９-４３４３・岩手県奥州市衣川能登屋敷・ころもがわのとやしき

　　０２９-４４６２・岩手県奥州市衣川八千・ころもがわはつせん

　　０２９-４４０１・岩手県奥州市衣川張山・ころもがわはりやま

　　０２９-４４５１・岩手県奥州市衣川東裏・ころもがわひがしうら

　　０２９-４４２１・岩手県奥州市衣川日向・ころもがわひなた

　　０２９-４３７１・岩手県奥州市衣川桧山沢・ころもがわひやまさわ

　　０２９-４３７４・岩手県奥州市衣川桧山沢山・ころもがわひやまさわやま

　　０２９-４４６１・岩手県奥州市衣川平・ころもがわひら

　　０２９-４３３１・岩手県奥州市衣川深沢・ころもがわふかさわ

　　０２９-４３１１・岩手県奥州市衣川古館・ころもがわふるだて

　　０２９-４３３２・岩手県奥州市衣川古戸・ころもがわふるど

　　０２９-４４８５・岩手県奥州市衣川宝塔谷地・ころもがわほうとうやち

　　０２９-４４０２・岩手県奥州市衣川星屋・ころもがわほしや

　　０２９-４４０３・岩手県奥州市衣川本田原・ころもがわほんだわら

　　０２９-４４９６・岩手県奥州市衣川真打・ころもがわまうち

　　０２９-４４６４・岩手県奥州市衣川前滝の沢・ころもがわまえたきのさわ

　　０２９-４３２７・岩手県奥州市衣川馬懸・ころもがわまがけ

　　０２９-４３２４・岩手県奥州市衣川正板・ころもがわまさいた

　　０２９-４３７２・岩手県奥州市衣川松林・ころもがわまつはﾞやじ

　　０２９-４４４３・岩手県奥州市衣川六日市場・ころもがわむいかいちはﾞ

　　０２９-４４７３・岩手県奥州市衣川向・ころもがわむかい

　　０２９-４４１６・岩手県奥州市衣川向館・ころもがわむかいだて

　　０２９-４４１５・岩手県奥州市衣川向館谷起・ころもがわむかいだてやぎ

　　０２９-４４３８・岩手県奥州市衣川室の木・ころもがわむろのき

　　０２９-４３３４・岩手県奥州市衣川百ヶ袋・ころもがわもがふくろ

　　０２９-４４９７・岩手県奥州市衣川餅転・ころもがわもちころはﾞじ

　　０２９-４３７６・岩手県奥州市衣川本巻・ころもがわもとまき

　　０２９-４３５５・岩手県奥州市衣川山岸・ころもがわやまぎじ

　　０２９-４４５３・岩手県奥州市衣川山口・ころもがわやまぐち

　　０２９-４３７３・岩手県奥州市衣川山田・ころもがわやまだ

　　０２９-４４５５・岩手県奥州市衣川横道下・ころもがわよこみちした

　　０２９-４４６３・岩手県奥州市衣川葭ヶ沢・ころもがわよしがさわ

　　０２９-４３４１・岩手県奥州市衣川六道・ころもがわろくどう

　　０２９-４２０５・岩手県奥州市前沢合ノ沢・まえさわあいのさわ

　　０２９-４２０６・岩手県奥州市前沢赤坂・まえさわあかさか

　　０２９-４２０７・岩手県奥州市前沢赤面・まえさわあかつら

　　０２９-４２０９・岩手県奥州市前沢あすか通・まえさわあすかどおり

　　０２９-４２０５・岩手県奥州市前沢安寺沢・まえさわあてらさわ

　　０２９-４２０１・岩手県奥州市前沢阿部舘・まえさわあべたて

　　０２９-４２０８・岩手県奥州市前沢粟ケ島・まえさわあわがしま

　　０２９-４２０５・岩手県奥州市前沢石田・まえさわいしだ

　　０２９-４２０５・岩手県奥州市前沢一ノ沢・まえさわいちのさわ



　　０２９-４２０７・岩手県奥州市前沢一本杉・まえさわいつほﾟんすぎ

　　０２９-４２０５・岩手県奥州市前沢鵜ノ木・まえさわうのき

　　０２９-４２０５・岩手県奥州市前沢鵜ノ木田・まえさわうのきだ

　　０２９-４２０６・岩手県奥州市前沢裏新田・まえさわうらしんでん

　　０２９-４２０５・岩手県奥州市前沢うるし野・まえさわうるしの

　　０２９-４２１１・岩手県奥州市前沢駅東・まえさわえきひがじ

　　０２９-４２０７・岩手県奥州市前沢大桜・まえさわおおざくら

　　０２９-４２０５・岩手県奥州市前沢大袋・まえさわおおぶくろ

　　０２９-４２０５・岩手県奥州市前沢沖田・まえさわおきた

　　０２９-４２０５・岩手県奥州市前沢小沢口・まえさわおさわぐち

　　０２９-４２０８・岩手県奥州市前沢河ノ畑・まえさわかのはた

　　０２９-４２０８・岩手県奥州市前沢株樹・まえさわかぶき

　　０２９-４２０５・岩手県奥州市前沢川内・まえさわかわうち

　　０２９-４２０３・岩手県奥州市前沢北久保・まえさわきたくほﾞ

　　０２９-４２０６・岩手県奥州市前沢狐石・まえさわきつねいじ

　　０２９-４２０３・岩手県奥州市前沢狐堂・まえさわきつねどう

　　０２９-４２０５・岩手県奥州市前沢衣関・まえさわきぬとめ

　　０２９-４２０１・岩手県奥州市前沢久田・まえさわきゆうでん

　　０２９-４２０１・岩手県奥州市前沢源氏ケ崎・まえさわげんじがさき

　　０２９-４２０８・岩手県奥州市前沢五合田・まえさわごごうた

　　０２９-４２０７・岩手県奥州市前沢五十人町・まえさわごじゆうにんまち

　　０２９-４２０１・岩手県奥州市前沢古城・まえさわこじよう

　　０２９-４２０６・岩手県奥州市前沢駒水・まえさわこますい

　　０２９-４２０５・岩手県奥州市前沢里・まえさわさと

　　０２９-４２０４・岩手県奥州市前沢下谷起・まえさわしたやぎ

　　０２９-４２０４・岩手県奥州市前沢島・まえさわしま

　　０２９-４２０５・岩手県奥州市前沢清水・まえさわしみず

　　０２９-４２０７・岩手県奥州市前沢下小路・まえさわしもこうじ

　　０２９-４２０５・岩手県奥州市前沢蛇ノ鼻・まえさわじやのはな

　　０２９-４２０４・岩手県奥州市前沢宿・まえさわしゆく

　　０２９-４２０２・岩手県奥州市前沢白山・まえさわしらやま

　　０２９-４２０５・岩手県奥州市前沢白鳥舘・まえさわしろとりだて

　　０２９-４２０５・岩手県奥州市前沢新城・まえさわしんじよう

　　０２９-４２０６・岩手県奥州市前沢陣場・まえさわじんはﾞ

　　０２９-４２０８・岩手県奥州市前沢新町・まえさわしんまち

　　０２９-４２０８・岩手県奥州市前沢新町裏・まえさわしんまちうら

　　０２９-４２０３・岩手県奥州市前沢生母・まえさわせいほﾞ

　　０２９-４２０７・岩手県奥州市前沢平小路・まえさわたいらこうじ

　　０２９-４２０７・岩手県奥州市前沢平前・まえさわたいらまえ

　　０２９-４２０８・岩手県奥州市前沢大林寺下・まえさわだいりんじした

　　０２９-４２０４・岩手県奥州市前沢高畑・まえさわたかはたけ

　　０２９-４２０８・岩手県奥州市前沢竹沢・まえさわたけざわ

　　０２９-４２０８・岩手県奥州市前沢立石・まえさわたていじ

　　０２９-４２０４・岩手県奥州市前沢田中・まえさわたなか

　　０２９-４２０８・岩手県奥州市前沢田畠・まえさわたはﾞた

　　０２９-４２０６・岩手県奥州市前沢太郎ケ沢・まえさわたろうがさわ

　　０２９-４２０５・岩手県奥州市前沢堤田・まえさわつつみだ

　　０２９-４２０５・岩手県奥州市前沢照井舘・まえさわてるいだて

　　０２９-４２０７・岩手県奥州市前沢塔ケ崎・まえさわとうがさき

　　０２９-４２０４・岩手県奥州市前沢道場・まえさわどうはﾞ

　　０２９-４２０５・岩手県奥州市前沢徳沢・まえさわとくさわ

　　０２９-４２０７・岩手県奥州市前沢泊ケ崎・まえさわとまりがさき

　　０２９-４２０４・岩手県奥州市前沢鳥待小屋・まえさわとりまちごや

　　０２９-４２０４・岩手県奥州市前沢中久保・まえさわなかくほﾞ

　　０２９-４２０５・岩手県奥州市前沢永沢・まえさわながさわ

　　０２９-４２０８・岩手県奥州市前沢中田・まえさわなかだ

　　０２９-４２０４・岩手県奥州市前沢長檀・まえさわながだん

　　０２９-４２０５・岩手県奥州市前沢長根・まえさわながね

　　０２９-４２０４・岩手県奥州市前沢中村・まえさわなかむら

　　０２９-４２０５・岩手県奥州市前沢中屋敷・まえさわなかやしき

　　０２９-４２０８・岩手県奥州市前沢七日町・まえさわなのかまち

　　０２９-４２０８・岩手県奥州市前沢七日町裏・まえさわなのかまちうら

　　０２９-４２０５・岩手県奥州市前沢浪洗・まえさわなみあらい

　　０２９-４２０８・岩手県奥州市前沢二十人町・まえさわにじゆうにんまち

　　０２９-４２０８・岩手県奥州市前沢二十人町裏・まえさわにじゆうにんまちうら

　　０２９-４２０５・岩手県奥州市前沢二ノ沢・まえさわにのさわ

　　０２９-４２０５・岩手県奥州市前沢沼尻・まえさわぬまじり

　　０２９-４２０５・岩手県奥州市前沢沼ノ沢・まえさわぬまのさわ

　　０２９-４２０５・岩手県奥州市前沢日向・まえさわひなた

　　０２９-４２０６・岩手県奥州市前沢日除松・まえさわひよけまつ



　　０２９-４２０５・岩手県奥州市前沢福養・まえさわふくよう

　　０２９-４２０４・岩手県奥州市前沢古川・まえさわふるかわ

　　０２９-４２０５・岩手県奥州市前沢干場・まえさわほしはﾞ

　　０２９-４２０５・岩手県奥州市前沢前野・まえさわまえの

　　０２９-４２０６・岩手県奥州市前沢簾森・まえさわみすもり

　　０２９-４２０７・岩手県奥州市前沢三日町・まえさわみつかまち

　　０２９-４２０７・岩手県奥州市前沢三日町浦・まえさわみつかまちうら

　　０２９-４２０７・岩手県奥州市前沢三日町新裏・まえさわみつかまちしんうら

　　０２９-４２０５・岩手県奥州市前沢南陣場・まえさわみなみじんはﾞ

　　０２９-４２０５・岩手県奥州市前沢南塔ケ崎・まえさわみなみとうがさき

　　０２９-４２０５・岩手県奥州市前沢南中島・まえさわみなみなかじま

　　０２９-４２０４・岩手県奥州市前沢南前沢・まえさわみなみまえさわ

　　０２９-４２０５・岩手県奥州市前沢箕輪・まえさわみのわ

　　０２９-４２０４・岩手県奥州市前沢向田・まえさわむかいだ

　　０２９-４２０４・岩手県奥州市前沢本杉・まえさわもとすぎ

　　０２９-４２０５・岩手県奥州市前沢両手沢・まえさわもろてざわ

　　０２９-４２０５・岩手県奥州市前沢谷記・まえさわやぎ

　　０２９-４２０５・岩手県奥州市前沢谷起・まえさわやぎ

　　０２９-４２０５・岩手県奥州市前沢谷記田・まえさわやぎた

　　０２９-４２０５・岩手県奥州市前沢谷起田・まえさわやぎた

　　０２９-４２０５・岩手県奥州市前沢櫓前・まえさわやぐらまえ

　　０２９-４２０７・岩手県奥州市前沢屋敷・まえさわやしき

　　０２９-４２０４・岩手県奥州市前沢谷地・まえさわやち

　　０２９-４２０８・岩手県奥州市前沢山下・まえさわやました

　　０２９-４２０４・岩手県奥州市前沢八幡・まえさわやわた

　　０２９-４２０４・岩手県奥州市前沢八幡前・まえさわやわたまえ

　　０２９-４２０６・岩手県奥州市前沢養ケ森・まえさわようがもり

　　０２９-４２０５・岩手県奥州市前沢六本松・まえさわろつほﾟんまつ

　　０２３-００３５・岩手県奥州市水沢赤土田・みずさわあかつちだ

　　０２３-００４１・岩手県奥州市水沢秋葉町・みずさわあきはﾞちよう

　　０２３-０８２３・岩手県奥州市水沢朝日町・みずさわあさひちよう

　　０２３-０８１８・岩手県奥州市水沢東町・みずさわあずまちよう

　　０２３-０８３１・岩手県奥州市水沢姉体町・みずさわあねたいちよう

　　０２３-０８２４・岩手県奥州市水沢泉町・みずさわいずみちよう

　　０２３-００１３・岩手県奥州市水沢一本柳・みずさわいつほﾟんやなぎ

　　０２３-００１１・岩手県奥州市水沢稲荷田・みずさわいなりだ

　　０２３-０８９８・岩手県奥州市水沢後田・みずさわうしろだ

　　０２３-００５７・岩手県奥州市水沢上町・みずさわうわまち

　　０２３-０８５４・岩手県奥州市水沢大鐘町・みずさわおおがねちよう

　　０２３-００８４・岩手県奥州市水沢大上・みずさわおおがみ

　　０２３-００５３・岩手県奥州市水沢大手町・みずさわおおてまち

　　０２３-０８６７・岩手県奥州市水沢大橋・みずさわおおはじ

　　０２３-０８０２・岩手県奥州市水沢大畑小路・みずさわおおはﾞたけこうじ

　　０２３-００４５・岩手県奥州市水沢大町・みずさわおおまち

　　０２３-００８５・岩手県奥州市水沢踊子・みずさわおどりこ

　　０２３-０００１・岩手県奥州市水沢卸町・みずさわおろしまち

　　０２３-００２１・岩手県奥州市水沢欠ノ下・みずさわかけのした

　　０２３-００５１・岩手県奥州市水沢勝手町・みずさわかつてちよう

　　０２３-０８９２・岩手県奥州市水沢釜田・みずさわかまた

　　０２３-０８３３・岩手県奥州市水沢上姉体・みずさわかみあねたい

　　０２３-００５２・岩手県奥州市水沢搦手丁・みずさわからめてちよう

　　０２３-００３４・岩手県奥州市水沢川口町・みずさわかわぐちまち

　　０２３-０８６３・岩手県奥州市水沢川端・みずさわかわはﾞた

　　０２３-００４６・岩手県奥州市水沢川原小路・みずさわかわらこうじ

　　０２３-００３１・岩手県奥州市水沢北丑沢・みずさわきたうしざわ

　　０２３-００３６・岩手県奥州市水沢北栗林・みずさわきたくりはﾞやじ

　　０２３-０８８１・岩手県奥州市水沢北田・みずさわきただ

　　０２３-００９２・岩手県奥州市水沢北半郷・みずさわきたはんごう

　　０２３-００５４・岩手県奥州市水沢吉小路・みずさわきちこうじ

　　０２３-００５６・岩手県奥州市水沢久田・みずさわきゆうでん

　　０２３-０１０１・岩手県奥州市水沢黒石町・みずさわくろいしちよう

　　０２３-００７１・岩手県奥州市水沢黒子・みずさわくろこ

　　０２３-００７７・岩手県奥州市水沢桑畑・みずさわくわはﾞた

　　０２３-００６２・岩手県奥州市水沢小石田・みずさわこいしだ

　　０２３-００２５・岩手県奥州市水沢高網・みずさわこうあみ

　　０２３-０００２・岩手県奥州市水沢工業団地・みずさわこうぎようだんち

　　０２３-００８７・岩手県奥州市水沢高谷宿・みずさわこうやしゆく

　　０２３-００５５・岩手県奥州市水沢虚空蔵小路・みずさわこくぞうこうじ

　　０２３-００７４・岩手県奥州市水沢極楽・みずさわごくらく

　　０２３-００１５・岩手県奥州市水沢五千刈・みずさわごせんがり



　　０２３-００１８・岩手県奥州市水沢小中・みずさわこなか

　　０２３-００９４・岩手県奥州市水沢五輪・みずさわごりん

　　０２３-００１２・岩手県奥州市水沢斉勝田・みずさわさいかつだ

　　０２３-０８０５・岩手県奥州市水沢斉の神・みずさわさいのかみ

　　０２３-０８９７・岩手県奥州市水沢桜川・みずさわさくらかわ

　　０２３-０００３・岩手県奥州市水沢佐倉河・みずさわさくらかわ

　　０２３-０８６５・岩手県奥州市水沢桜屋敷・みずさわさくらやしき

　　０２３-０８７２・岩手県奥州市水沢桜屋敷西・みずさわさくらやしきにじ

　　０２３-０８７３・岩手県奥州市水沢笹森谷地・みずさわささもりやち

　　０２３-００２６・岩手県奥州市水沢里鎗・みずさわさとやり

　　０２３-００４４・岩手県奥州市水沢三本木・みずさわさんほﾞんぎ

　　０２３-００１４・岩手県奥州市水沢地蔵田・みずさわじぞうでん

　　０２３-００１７・岩手県奥州市水沢渋田・みずさわしぶた

　　０２３-００６３・岩手県奥州市水沢聖天・みずさわしようてん

　　０２３-００７３・岩手県奥州市水沢寺領・みずさわじりよう

　　０２３-０８０７・岩手県奥州市水沢新小路・みずさわしんこうじ

　　０２３-０８４１・岩手県奥州市水沢真城・みずさわしんじよう

　　０２３-０８４２・岩手県奥州市水沢真城が丘・みずさわしんじようがおか

　　０２３-０８２１・岩手県奥州市水沢神明町・みずさわしんめいちよう

　　０２３-００９５・岩手県奥州市水沢雀田・みずさわすずめだ

　　０２３-０８６６・岩手県奥州市水沢堰合・みずさわせきあい

　　０２３-００８３・岩手県奥州市水沢前郷・みずさわぜんごう

　　０２３-０８７７・岩手県奥州市水沢袖谷地・みずさわそでやち

　　０２３-０８７１・岩手県奥州市水沢外谷地・みずさわそとやち

　　０２３-００８１・岩手県奥州市水沢橇町・みずさわそりまち

　　０２３-０８２７・岩手県奥州市水沢太日通り・みずさわたいにちどおり

　　０２３-０８２５・岩手県奥州市水沢台町・みずさわだいまち

　　０２３-０８９４・岩手県奥州市水沢大明神・みずさわだいみようじん

　　０２３-００３２・岩手県奥州市水沢多賀・みずさわたが

　　０２３-０８８９・岩手県奥州市水沢高屋敷・みずさわたかやしき

　　０２３-００９１・岩手県奥州市水沢高山・みずさわたかやま

　　０２３-０８９１・岩手県奥州市水沢内匠田・みずさわたくみだ

　　０２３-０８０３・岩手県奥州市水沢田小路・みずさわたこうじ

　　０２３-００４７・岩手県奥州市水沢立町・みずさわたちまち

　　０２３-０８９５・岩手県奥州市水沢足袋針・みずさわたびはり

　　０２３-００１９・岩手県奥州市水沢築舘・みずさわつきだて

　　０２３-００７６・岩手県奥州市水沢造道・みずさわつくりみち

　　０２３-０８７６・岩手県奥州市水沢鶴淵・みずさわつるぶち

　　０２３-０８１１・岩手県奥州市水沢寺小路・みずさわてらこうじ

　　０２３-０８１２・岩手県奥州市水沢寺脇・みずさわてらわき

　　０２３-０８１５・岩手県奥州市水沢天文台通り・みずさわてんもんだいどおり

　　０２３-００６４・岩手県奥州市水沢土器田・みずさわどきた

　　０２３-０８５７・岩手県奥州市水沢中上野町・みずさわなかうわのちよう

　　０２３-００２２・岩手県奥州市水沢中城・みずさわなかしろ

　　０２３-０８２６・岩手県奥州市水沢中田町・みずさわなかだちよう

　　０２３-０８１３・岩手県奥州市水沢中町・みずさわなかまち

　　０２３-００６１・岩手県奥州市水沢長町・みずさわながまち

　　０２３-００２４・岩手県奥州市水沢名残・みずさわなごり

　　０２３-０８５６・岩手県奥州市水沢西上野町・みずさわにしうわのちよう

　　０２３-０８９６・岩手県奥州市水沢西光田・みずさわにしこうでん

　　０２３-０８８５・岩手県奥州市水沢西田・みずさわにしだ

　　０２３-０８１６・岩手県奥州市水沢西町・みずさわにしまち

　　０２３-００６７・岩手県奥州市水沢二反田・みずさわにたんだ

　　０２３-０１０２・岩手県奥州市水沢羽田町駅東・えきひがじ

　　０２３-０１０４・岩手県奥州市水沢羽田町駅前・えきまえ

　　０２３-０１０３・岩手県奥州市水沢羽田町駅南・えきみなみ

　　０２３-０１０６・岩手県奥州市水沢羽田町久保・くほﾞ

　　０２３-０１０５・岩手県奥州市水沢羽田町宝生・ほうしよう

　　０２３-０１０７・岩手県奥州市水沢羽田町宝柳木・ほうりゆうぎ

　　０２３-０１０８・岩手県奥州市水沢羽田町向畑・むかいはた

　　０２３-０８３２・岩手県奥州市水沢羽田町（草井沼）・(くさいぬま)

　　０２３-０８３２・岩手県奥州市水沢羽田町（下沼）・(しもぬま)

　　０２３-０８３２・岩手県奥州市水沢羽田町（谷木）・(やぎ)

　　０２３-０８３２・岩手県奥州市水沢羽田町（元谷木）・(もとやぎ)

　　０２３-０１３２・岩手県奥州市水沢羽田町（その他）・(そのた)

　　０２３-０８８８・岩手県奥州市水沢八反田・みずさわはつたんだ

　　０２３-００２３・岩手県奥州市水沢八反町・みずさわはつたんまち

　　０２３-０８２９・岩手県奥州市水沢花園町・みずさわはなぞのちよう

　　０２３-００２７・岩手県奥州市水沢幅下・みずさわははﾞした

　　０２３-０８５３・岩手県奥州市水沢東上野町・みずさわひがしうわのちよう



　　０２３-０８２８・岩手県奥州市水沢東大通り・みずさわひがしおおどおり

　　０２３-０８２２・岩手県奥州市水沢東中通り・みずさわひがしなかどおり

　　０２３-００８２・岩手県奥州市水沢東半郷・みずさわひがしはんごう

　　０２３-０８０８・岩手県奥州市水沢日高小路・みずさわひたかこうじ

　　０２３-０８０６・岩手県奥州市水沢日高西・みずさわひたかにじ

　　０２３-００１６・岩手県奥州市水沢平沢・みずさわひらさわ

　　０２３-００７２・岩手県奥州市水沢樋渡・みずさわひわたじ

　　０２３-０８６２・岩手県奥州市水沢福吉町・みずさわふくよしちよう

　　０２３-０８１４・岩手県奥州市水沢袋町・みずさわふくろまち

　　０２３-０８８２・岩手県奥州市水沢福原・みずさわふくわら

　　０２３-００３３・岩手県奥州市水沢不断町・みずさわふだんちよう

　　０２３-０８６１・岩手県奥州市水沢星ガ丘町・みずさわほしがおかちよう

　　０２３-００５８・岩手県奥州市水沢堀ノ内・みずさわほりのうち

　　０２３-００６６・岩手県奥州市水沢前田袋・みずさわまえたぶくろ

　　０２３-０８８４・岩手県奥州市水沢前谷地・みずさわまえやち

　　０２３-０８８３・岩手県奥州市水沢町裏・みずさわまちうら

　　０２３-００９３・岩手県奥州市水沢水神・みずさわみずがみ

　　０２３-００６５・岩手県奥州市水沢水山・みずさわみずやま

　　０２３-００４３・岩手県奥州市水沢道合・みずさわみちあい

　　０２３-００３７・岩手県奥州市水沢南丑沢・みずさわみなみうしざわ

　　０２３-０８５５・岩手県奥州市水沢南大鐘・みずさわみなみおおがね

　　０２３-０８５１・岩手県奥州市水沢南町・みずさわみなみまち

　　０２３-０８８６・岩手県奥州市水沢南矢中・みずさわみなみやなか

　　０２３-００７５・岩手県奥州市水沢水ノ口・みずさわみのくち

　　０２３-０８１７・岩手県奥州市水沢宮下町・みずさわみやしたちよう

　　０２３-０８７４・岩手県奥州市水沢見分森・みずさわみわけもり

　　０２３-００９６・岩手県奥州市水沢向田・みずさわむかいだ

　　０２３-０８７５・岩手県奥州市水沢森下・みずさわもりした

　　０２３-００８６・岩手県奥州市水沢谷地中・みずさわやちなか

　　０２３-０８０４・岩手県奥州市水沢谷地明円・みずさわやちみようえん

　　０２３-０８８７・岩手県奥州市水沢矢中・みずさわやなか

　　０２３-００４２・岩手県奥州市水沢柳町・みずさわやなぎまち

　　０２３-０８５２・岩手県奥州市水沢山崎町・みずさわやまざきちよう

　　０２３-０８０１・岩手県奥州市水沢横町・みずさわよこまち

　　０２３-０８９３・岩手県奥州市水沢蓬田・みずさわよもぎだ

　　０２３-０８６４・岩手県奥州市水沢龍ヶ馬場・みずさわりゆうがはﾞはﾞ

　　０２０-０６００・岩手県滝沢市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０２０-０６３３・岩手県滝沢市穴口・あなぐち

　　０２０-０６０４・岩手県滝沢市一本木・いつほﾟんぎ

　　０２０-０６１８・岩手県滝沢市岩手山・いわてさん

　　０２０-０６８５・岩手県滝沢市鵜飼安達・うかいあだち

　　０２０-０６７３・岩手県滝沢市鵜飼石留・うかいいしどめ

　　０２０-０６８１・岩手県滝沢市鵜飼姥屋敷・うかいうはﾞやしき

　　０２０-０６６２・岩手県滝沢市鵜飼大緩・うかいおおだるみ

　　０２０-０６８６・岩手県滝沢市鵜飼鬼越・うかいおにこじ

　　０２０-０６５５・岩手県滝沢市鵜飼御庭田・うかいおにわだ

　　０２０-０６５７・岩手県滝沢市鵜飼鰍森・うかいかじかもり

　　０２０-０６７１・岩手県滝沢市鵜飼上高柳・うかいかみたかやなぎ

　　０２０-０６５６・岩手県滝沢市鵜飼上山・うかいかみのやま

　　０２０-０６８８・岩手県滝沢市鵜飼上前田・うかいかみまえだ

　　０２０-０６６８・岩手県滝沢市鵜飼狐洞・うかいきつねほら

　　０２０-０６６４・岩手県滝沢市鵜飼笹森・うかいささもり

　　０２０-０６５８・岩手県滝沢市鵜飼清水沢・うかいしみずさわ

　　０２０-０６７２・岩手県滝沢市鵜飼下高柳・うかいしもたかやなぎ

　　０２０-０６６１・岩手県滝沢市鵜飼白石・うかいしろいじ

　　０２０-０６６６・岩手県滝沢市鵜飼先古川・うかいせんこがわ

　　０２０-０６５９・岩手県滝沢市鵜飼外久保・うかいそとくほﾞ

　　０２０-０６７４・岩手県滝沢市鵜飼高柳・うかいたかやなぎ

　　０２０-０６７５・岩手県滝沢市鵜飼滝向・うかいたきむかい

　　０２０-０６７７・岩手県滝沢市鵜飼樋の口・うかいといのくち

　　０２０-０６５２・岩手県滝沢市鵜飼洞畑・うかいどうはた

　　０２０-０６７８・岩手県滝沢市鵜飼年毛・うかいとしもう

　　０２０-０６８４・岩手県滝沢市鵜飼沼森・うかいぬまもり

　　０２０-０６５３・岩手県滝沢市鵜飼迫・うかいはさま

　　０２０-０６７６・岩手県滝沢市鵜飼八人打・うかいはちにんうち

　　０２０-０６８３・岩手県滝沢市鵜飼花平・うかいはなだいら

　　０２０-０６５１・岩手県滝沢市鵜飼細谷地・うかいほそやち

　　０２０-０６６７・岩手県滝沢市鵜飼向新田・うかいむかいしんでん

　　０２０-０６６３・岩手県滝沢市鵜飼諸葛川・うかいもろくずがわ

　　０２０-０６８２・岩手県滝沢市鵜飼臨安・うかいりんあん



　　０２０-０６０１・岩手県滝沢市後・うしろ

　　０２０-０６１５・岩手県滝沢市卯遠坂・うとうざか

　　０２０-０６２７・岩手県滝沢市狼久保・おいのくほﾞ

　　０２０-０６１３・岩手県滝沢市大石渡・おおいしわたり

　　０２０-０７６９・岩手県滝沢市大釜荒屋敷・おおがまあらやしき

　　０２０-０７５４・岩手県滝沢市大釜上釜・おおがまうわがま

　　０２０-０７５８・岩手県滝沢市大釜大清水・おおがまおおしみず

　　０２０-０７６３・岩手県滝沢市大釜大畑・おおがまおおはﾞたけ

　　０２０-０７７６・岩手県滝沢市大釜鬼が滝・おおがまおにがたき

　　０２０-０７５７・岩手県滝沢市大釜風林・おおがまかざはﾞやじ

　　０２０-０７５５・岩手県滝沢市大釜釜口・おおがまかまくち

　　０２０-０７７３・岩手県滝沢市大釜上竹鼻・おおがまかみたけはな

　　０２０-０７６５・岩手県滝沢市大釜小屋敷・おおがまこやしき

　　０２０-０７７４・岩手県滝沢市大釜塩の森・おおがましおのもり

　　０２０-０７５２・岩手県滝沢市大釜白山・おおがましろやま

　　０２０-０７５１・岩手県滝沢市大釜千が窪・おおがませんがくほﾞ

　　０２０-０７５６・岩手県滝沢市大釜高森・おおがまたかもり

　　０２０-０７７１・岩手県滝沢市大釜竹鼻・おおがまたけはな

　　０２０-０７６１・岩手県滝沢市大釜田の尻・おおがまたのしり

　　０２０-０７６４・岩手県滝沢市大釜土井尻・おおがまどいじり

　　０２０-０７６２・岩手県滝沢市大釜外館・おおがまとだて

　　０２０-０７７２・岩手県滝沢市大釜中瀬・おおがまなかせ

　　０２０-０７６７・岩手県滝沢市大釜中道・おおがまなかみち

　　０２０-０７７７・岩手県滝沢市大釜仁沢瀬・おおがまにさわせ

　　０２０-０７７５・岩手県滝沢市大釜沼袋・おおがまぬまぶくろ

　　０２０-０７６６・岩手県滝沢市大釜八幡前・おおがまはちまんまえ

　　０２０-０７５３・岩手県滝沢市大釜細屋・おおがまほそや

　　０２０-０７７８・岩手県滝沢市大釜吉水・おおがまよしみず

　　０２０-０７７９・岩手県滝沢市大釜吉清水・おおがまよしみず

　　０２０-０７６８・岩手県滝沢市大釜和田・おおがまわだ

　　０２０-０６３６・岩手県滝沢市大久保・おおくほﾞ

　　０２０-０６２１・岩手県滝沢市大崎・おおさき

　　０２０-０７０１・岩手県滝沢市大沢籠屋敷・おおさわかごやしき

　　０２０-０７０２・岩手県滝沢市大沢上鶴子・おおさわかみつるこ

　　０２０-０７１８・岩手県滝沢市大沢小谷地・おおさわこやち

　　０２０-０７１５・岩手県滝沢市大沢下屋敷・おおさわしもやしき

　　０２０-０７１３・岩手県滝沢市大沢新道・おおさわしんみち

　　０２０-０７０３・岩手県滝沢市大沢堰合・おおさわせきあい

　　０２０-０７０７・岩手県滝沢市大沢館・おおさわたて

　　０２０-０７１９・岩手県滝沢市大沢鶴子・おおさわつるこ

　　０２０-０７０９・岩手県滝沢市大沢外山野・おおさわとやまの

　　０２０-０７１２・岩手県滝沢市大沢長坪・おおさわながつほﾞ

　　０２０-０７０８・岩手県滝沢市大沢箸木平・おおさわはしぎだいら

　　０２０-０７０５・岩手県滝沢市大沢二タ又・おおさわふたまた

　　０２０-０７１４・岩手県滝沢市大沢舛村・おおさわますむら

　　０２０-０７１０・岩手県滝沢市大沢弥作畑・おおさわやさくはた

　　０２０-０７１１・岩手県滝沢市大沢谷地上・おおさわやちがみ

　　０２０-０７０４・岩手県滝沢市大沢谷地中・おおさわやちなか

　　０２０-０７１７・岩手県滝沢市大沢四つ家・おおさわよつや

　　０２０-０７１６・岩手県滝沢市大沢米倉・おおさわよねくら

　　０２０-０７０６・岩手県滝沢市大沢割田・おおさわわつた

　　０２０-０６０２・岩手県滝沢市大森平・おおもりだいら

　　０２０-０６０６・岩手県滝沢市加賀内・かがない

　　０２０-０６１９・岩手県滝沢市上岩手山・かみいわてさん

　　０２０-０６８７・岩手県滝沢市上鵜飼・かみうかい

　　０２０-０６１４・岩手県滝沢市上中村・かみなかむら

　　０２０-０６４６・岩手県滝沢市黒沢・くろさわ

　　０２０-０６２４・岩手県滝沢市妻の神・さいのかみ

　　０２０-０７２３・岩手県滝沢市篠木綾織・しのぎあやおり

　　０２０-０７２６・岩手県滝沢市篠木荒屋・しのぎあらや

　　０２０-０７４５・岩手県滝沢市篠木大寺沢・しのぎおおてらさわ

　　０２０-０７４２・岩手県滝沢市篠木苧桶沢・しのぎおほﾞけざわ

　　０２０-０７２２・岩手県滝沢市篠木上綾織・しのぎかみあやおり

　　０２０-０７３４・岩手県滝沢市篠木上黒畑・しのぎかみくろはた

　　０２０-０７２８・岩手県滝沢市篠木上篠木・しのぎかみしのぎ

　　０２０-０７３５・岩手県滝沢市篠木黒畑・しのぎくろはた

　　０２０-０７２４・岩手県滝沢市篠木小谷地・しのぎこやち

　　０２０-０７３６・岩手県滝沢市篠木参郷・しのぎさんごう

　　０２０-０７３８・岩手県滝沢市篠木参郷の森・しのぎさんごうのもり

　　０２０-０７４３・岩手県滝沢市篠木外山・しのぎそとやま



　　０２０-０７４４・岩手県滝沢市篠木館が沢・しのぎたてがさわ

　　０２０-０７３７・岩手県滝沢市篠木堤・しのぎつつみ

　　０２０-０７３２・岩手県滝沢市篠木樋の口・しのぎといのくち

　　０２０-０７２７・岩手県滝沢市篠木鳥谷平・しのぎとやひら

　　０２０-０７２１・岩手県滝沢市篠木中村・しのぎなかむら

　　０２０-０７２５・岩手県滝沢市篠木中屋敷・しのぎなかやしき

　　０２０-０７４６・岩手県滝沢市篠木仁沢瀬・しのぎにさわせ

　　０２０-０７３３・岩手県滝沢市篠木待場・しのぎまちはﾞ

　　０２０-０７３１・岩手県滝沢市篠木明法・しのぎみようほう

　　０２０-０７４１・岩手県滝沢市篠木矢取森・しのぎやとりもり

　　０２０-０６６５・岩手県滝沢市下鵜飼・しもうかい

　　０２０-０６１１・岩手県滝沢市巣子・すご

　　０２０-０６０５・岩手県滝沢市砂込・すなこみ

　　０２０-０６４３・岩手県滝沢市外山・そとやま

　　０２０-０６４５・岩手県滝沢市高屋敷・たかやしき

　　０２０-０６３７・岩手県滝沢市高屋敷平・たかやしきだいら

　　０２０-０６０８・岩手県滝沢市長太郎林・ちようたろうはﾞやじ

　　０２０-０６３８・岩手県滝沢市土沢・つちざわ

　　０２０-０６１６・岩手県滝沢市木賊川・とくさがわ

　　０２０-０６０３・岩手県滝沢市留が森・とめがもり

　　０２０-０６５４・岩手県滝沢市中鵜飼・なかうかい

　　０２０-０６４２・岩手県滝沢市中村・なかむら

　　０２０-０６２３・岩手県滝沢市楢の木沢・ならのきさわ

　　０２０-０６４１・岩手県滝沢市祢宜屋敷・ねぎやしき

　　０２０-０６３１・岩手県滝沢市根堀坂・ねほりざか

　　０２０-０６２２・岩手県滝沢市野沢・のざわ

　　０２０-０６２５・岩手県滝沢市葉の木沢山・はのきさわやま

　　０２０-０６４４・岩手県滝沢市平蔵沢・へいぞうさわ

　　０２０-０６３２・岩手県滝沢市牧野林・まきのはﾞやじ

　　０２０-０６３５・岩手県滝沢市耳取山・みみとりやま

　　０２０-０６２６・岩手県滝沢市明神平・みようじんだいら

　　０２０-０６３４・岩手県滝沢市室小路・むろこうじ

　　０２０-０６１２・岩手県滝沢市柳沢・やなぎさわ

　　０２０-０６０９・岩手県滝沢市柳原・やなぎはら

　　０２０-０６０７・岩手県滝沢市弥兵エ林・やへいはﾞやじ

　　０２０-０６１７・岩手県滝沢市湯舟沢・ゆぶねざわ

　　０２０-０５００・岩手県岩手郡雫石町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０２０-０５０２・岩手県岩手郡雫石町板橋・いたはﾞじ

　　０２０-０５４６・岩手県岩手郡雫石町稲荷下・いなりした

　　０２０-０５８３・岩手県岩手郡雫石町上野・うわの

　　０２０-０５７４・岩手県岩手郡雫石町鴬宿・おうしゆく

　　０２０-０５８１・岩手県岩手郡雫石町御明神・おみようじん

　　０２０-０５４４・岩手県岩手郡雫石町柿木・かきき

　　０２０-０５５９・岩手県岩手郡雫石町上笹森・かみささもり

　　０２０-０５５５・岩手県岩手郡雫石町上曽根田・かみそねだ

　　０２０-０５５７・岩手県岩手郡雫石町上平・かみだいら

　　０２０-０５３８・岩手県岩手郡雫石町上町北・かみまちきた

　　０２０-０５３７・岩手県岩手郡雫石町上町西・かみまちにじ

　　０２０-０５３９・岩手県岩手郡雫石町上町東・かみまちひがじ

　　０２０-０５３０・岩手県岩手郡雫石町上町南・かみまちみなみ

　　０２０-０５３４・岩手県岩手郡雫石町川原・かわはら

　　０２０-０５１７・岩手県岩手郡雫石町黒沢川・くろさわがわ

　　０２０-０５２５・岩手県岩手郡雫石町源大堂・げんだいどう

　　０２０-０５３５・岩手県岩手郡雫石町小日谷地・こびやち

　　０２０-０５５１・岩手県岩手郡雫石町笹森・ささもり

　　０２０-０５１２・岩手県岩手郡雫石町塩ケ森・しおがもり

　　０２０-０５１３・岩手県岩手郡雫石町下兎野・しもうさぎの

　　０２０-０５２２・岩手県岩手郡雫石町下久保・しもくほﾞ

　　０２０-０５５８・岩手県岩手郡雫石町下笹森・しもささもり

　　０２０-０５５３・岩手県岩手郡雫石町下曽根田・しもそねだ

　　０２０-０５５２・岩手県岩手郡雫石町下平・しもだいら

　　０２０-０５１５・岩手県岩手郡雫石町下長根・しもながね

　　０２０-０５２８・岩手県岩手郡雫石町下町・しもまち

　　０２０-０５２９・岩手県岩手郡雫石町下町西・しもまちにじ

　　０２０-０５２０・岩手県岩手郡雫石町下町東・しもまちひがじ

　　０２０-０５４１・岩手県岩手郡雫石町千刈田・せんがりだ

　　０２０-０５２１・岩手県岩手郡雫石町麁津田・そつだ

　　０２０-０５４３・岩手県岩手郡雫石町高前田・たかまえだ

　　０２０-０５７１・岩手県岩手郡雫石町繋・つなぎ

　　０２０-０５２４・岩手県岩手郡雫石町寺の下・てらのした



　　０２０-０５０５・岩手県岩手郡雫石町中黒沢川・なかくろさわがわ

　　０２０-０５０４・岩手県岩手郡雫石町中沼・なかぬま

　　０２０-０５２７・岩手県岩手郡雫石町中町・なかまち

　　０２０-０５１１・岩手県岩手郡雫石町長畑・ながはた

　　０２０-０５８５・岩手県岩手郡雫石町長山・ながやま

　　０２０-０５５６・岩手県岩手郡雫石町名子・なご

　　０２０-０５０３・岩手県岩手郡雫石町七ツ森・ななつもり

　　０２０-０５０１・岩手県岩手郡雫石町仁佐瀬・にさせ

　　０２０-０５７２・岩手県岩手郡雫石町西安庭・にしあにわ

　　０２０-０５８４・岩手県岩手郡雫石町西根・にしね

　　０２０-０５０６・岩手県岩手郡雫石町沼返・ぬまがえじ

　　０２０-０５２３・岩手県岩手郡雫石町根堀・ねほり

　　０２０-０５１４・岩手県岩手郡雫石町野中・のなか

　　０２０-０５８２・岩手県岩手郡雫石町橋場・はしはﾞ

　　０２０-０５３６・岩手県岩手郡雫石町八卦・はつけ

　　０２０-０５３３・岩手県岩手郡雫石町林・はやじ

　　０２０-０５３２・岩手県岩手郡雫石町払川・はらいがわ

　　０２０-０５４７・岩手県岩手郡雫石町晴山・はれやま

　　０２０-０５５４・岩手県岩手郡雫石町町裏・まちうら

　　０２０-０５３１・岩手県岩手郡雫石町麻見田・まみだ

　　０２０-０５０７・岩手県岩手郡雫石町丸谷地・まるやち

　　０２０-０５４２・岩手県岩手郡雫石町万田渡・まんだわたり

　　０２０-０５７３・岩手県岩手郡雫石町南畑・みなみはた

　　０２０-０５４５・岩手県岩手郡雫石町谷地・やち

　　０２８-５４００・岩手県岩手郡葛巻町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０２８-５４０３・岩手県岩手郡葛巻町江刈・えかり

　　０２８-５１０２・岩手県岩手郡葛巻町葛巻（第４０地割

　　０２８-５１０２・「５７番地１２５・くずまき

　　０２８-５１０２・岩手県岩手郡葛巻町葛巻（第４０地割「５７番地

　　０２８-５１０２・岩手県葛巻（第４０地割「５７１２５・くずまき

　　０２８-５１０２・岩手県葛巻（１７６を除く」～第４５地割）・くずまき

　　０２８-５４０２・岩手県岩手郡葛巻町葛巻（その他）・くずまき(そのた)

　　０２８-５４０１・岩手県岩手郡葛巻町田部・たべ

　　０２８-４３００・岩手県岩手郡岩手町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０２８-４３０７・岩手県岩手郡岩手町五日市・いつかいち

　　０２８-４４２１・岩手県岩手郡岩手町一方井・いつかたい

　　０２８-４３０３・岩手県岩手郡岩手町江刈内・えかりない

　　０２８-４２１１・岩手県岩手郡岩手町川口・かわぐち

　　０２８-４３０５・岩手県岩手郡岩手町久保・くほﾞ

　　０２８-４４２４・岩手県岩手郡岩手町黒石・くろいじ

　　０２８-４４２６・岩手県岩手郡岩手町黒内・くろない

　　０２８-４３０４・岩手県岩手郡岩手町子抱・こだき

　　０２８-４３０２・岩手県岩手郡岩手町大坊・だいほﾞう

　　０２８-４４２３・岩手県岩手郡岩手町土川・つちかわ

　　０２８-４３０１・岩手県岩手郡岩手町沼宮内・ぬまくない

　　０２８-４４２５・岩手県岩手郡岩手町葉木田・はきた

　　０２８-４４２２・岩手県岩手郡岩手町坊・ほﾞう

　　０２８-４３０６・岩手県岩手郡岩手町御堂・みどう

　　０２８-３３００・岩手県紫波郡紫波町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０２８-３５３３・岩手県紫波郡紫波町赤沢・あかざわ

　　０２８-３４５１・岩手県紫波郡紫波町稲藤・いなふじ

　　０２８-３３１１・岩手県紫波郡紫波町犬渕・いぬぶち

　　０２８-３３１２・岩手県紫波郡紫波町犬吠森・いぬほえもり

　　０２８-３３２１・岩手県紫波郡紫波町江柄・えがら

　　０２８-３３１４・岩手県紫波郡紫波町大巻・おおまき

　　０２８-３４５２・岩手県紫波郡紫波町片寄・かたよせ

　　０２８-３４４１・岩手県紫波郡紫波町上平沢・かみひらさわ

　　０２８-３４４３・岩手県紫波郡紫波町上松本・かみまつもと

　　０２８-３３２３・岩手県紫波郡紫波町北沢・きたざわ

　　０２８-３５３６・岩手県紫波郡紫波町北田・きただ

　　０２８-３３０９・岩手県紫波郡紫波町北日詰・きたひつﾞめ

　　０２８-３３２５・岩手県紫波郡紫波町草刈・くさかり

　　０２８-３３０３・岩手県紫波郡紫波町高水寺・こうすいじ

　　０２８-３４４４・岩手県紫波郡紫波町小屋敷・こやしき

　　０２８-３３０７・岩手県紫波郡紫波町桜町・さくらまち

　　０２８-３３１６・岩手県紫波郡紫波町佐比内・さひない

　　０２８-３４４６・岩手県紫波郡紫波町下松本・しもまつもと

　　０２８-３３１８・岩手県紫波紫波中央駅前・しわちゆうおうえきまえ

　　０２８-３３０２・岩手県紫波郡紫波町陣ケ岡・じんがおか

　　０２８-３４５３・岩手県紫波郡紫波町土舘・つちだて



　　０２８-３５３５・岩手県紫波郡紫波町遠山・とおやま

　　０２８-３３２２・岩手県紫波郡紫波町栃内・とちない

　　０２８-３３０１・岩手県紫波郡紫波町中島・なかじま

　　０２８-３３２６・岩手県紫波郡紫波町西長岡・にしながおか

　　０２８-３３２４・岩手県紫波郡紫波町東長岡・ひがしながおか

　　０２８-３３１５・岩手県紫波郡紫波町彦部・ひこべ

　　０２８-３３０５・岩手県紫波郡紫波町日詰・ひつﾞめ

　　０２８-３３１０・岩手県紫波郡紫波町日詰駅前・ひつﾞめえきまえ

　　０２８-３３０６・岩手県紫波郡紫波町日詰西・ひつﾞめにじ

　　０２８-３３０８・岩手県紫波郡紫波町平沢・ひらさわ

　　０２８-３３０４・岩手県紫波郡紫波町二日町・ふつかまち

　　０２８-３５３２・岩手県紫波郡紫波町船久保・ふなくほﾞ

　　０２８-３３１３・岩手県紫波郡紫波町星山・ほしやま

　　０２８-３４４２・岩手県紫波郡紫波町升沢・ますざわ

　　０２８-３４４５・岩手県紫波郡紫波町南伝法寺・みなみでんほﾞうじ

　　０２８-３３１７・岩手県紫波郡紫波町南日詰・みなみひつﾞめ

　　０２８-３４４７・岩手県紫波郡紫波町宮手・みやで

　　０２８-３５３４・岩手県紫波郡紫波町紫野・むらさきの

　　０２８-３５３１・岩手県紫波郡紫波町山屋・やまや

　　０２８-３４４８・岩手県紫波郡紫波町吉水・よしみず

　　０２８-３６００・岩手県紫波郡矢巾町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０２８-３６０５・岩手県紫波郡矢巾町間野々・あいのの

　　０２８-３６１１・岩手県紫波郡矢巾町赤林・あかはﾞやじ

　　０２８-３６０９・岩手県紫波郡矢巾町医大通・いだいどおり

　　０２８-３６２６・岩手県紫波郡矢巾町岩清水・いわしみず

　　０２８-３６１８・岩手県紫波郡矢巾町駅東・えきひがじ

　　０２８-３６１７・岩手県紫波郡矢巾町太田・おおた

　　０２８-３６２２・岩手県紫波郡矢巾町上矢次・かみやつぎ

　　０２８-３６０８・岩手県紫波郡矢巾町北郡山・きたこおりやま

　　０２８-３６２４・岩手県紫波郡矢巾町北伝法寺・きたでんほﾟうじ

　　０２８-３６１３・岩手県紫波郡矢巾町北矢幅・きたやははﾞ

　　０２８-３６２３・岩手県紫波郡矢巾町煙山・けむやま

　　０２８-３６０７・岩手県紫波郡矢巾町高水寺・こうすいじ

　　０２８-３６１２・岩手県紫波郡矢巾町下矢次・しもやつぎ

　　０２８-３６１６・岩手県紫波郡矢巾町白沢・しらさわ

　　０２８-３６０１・岩手県紫波郡矢巾町高田・たかた

　　０２８-３６０６・岩手県紫波郡矢巾町土橋・つちはじ

　　０２８-３６０３・岩手県紫波郡矢巾町西徳田・にしとくた

　　０２８-３６０４・岩手県紫波郡矢巾町東徳田・ひがしとくた

　　０２８-３６２１・岩手県紫波郡矢巾町広宮沢・ひろみやさわ

　　０２８-３６０２・岩手県紫波郡矢巾町藤沢・ふじさわ

　　０２８-３６１４・岩手県紫波郡矢巾町又兵エ新田・またべえしんでん

　　０２８-３６１５・岩手県紫波郡矢巾町南矢幅・みなみやははﾞ

　　０２８-３６２５・岩手県紫波郡矢巾町室岡・むろおか

　　０２０-０８９１・岩手県紫波郡流通センター南・りゆうつうせんたｰみなみ

　　０２８-３６２７・岩手県紫波郡矢巾町和味・わみ

　　０２９-５５００・岩手県和賀郡西和賀町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０２９-５５０３・岩手県和賀郡西和賀町穴明２２地割、穴明２３地割・あなあけ

　　０２９-５５１１・岩手県和賀郡西和賀町上野々３９地割・うえのの３９ちわり

　　０２９-５５２３・越中畑６４地割～越中畑６６地割・えつちゆうはた

　　０２９-５５０７・岩手県和賀郡西和賀町大沓３６地割・おおくつ３６ちわり

　　０２９-５５２１・岩手県和賀郡西和賀町大渡５７地割・おおわたり５７ちわり

　　０２９-５５１３・岩手県和賀郡西和賀町甲子５１地割・かつち５１ちわり

　　０２９-５５２３・桂子沢７５地割、桂子沢７６地割・かつらござわ

　　０２９-５５０２・岩手県和賀郡西和賀町樺沢１６地割、樺沢１７地割・かはﾞさわ

　　０２９-５５１２・岩手県和賀郡西和賀町川尻４０地割、川尻４１地割・かわしり

　　０２９-５５１３・岩手県草井沢４７地割・くさいざわ４７ちわり

　　０２９-５５２１・小繋沢５４地割～小繋沢５６地割・こつなぎざわ

　　０２９-５５０１・左草１地割～左草６地割・さそう１ちわり-さそう６ちわり

　　０２９-５６１６・岩手県和賀郡西和賀町沢内泉沢・さわうちいずみざわ

　　０２９-５６１４・岩手県和賀郡西和賀町沢内太田・さわうちおおた

　　０２９-５６１２・岩手県和賀郡西和賀町沢内大野・さわうちおおの

　　０２９-５７０３・岩手県和賀郡西和賀町沢内貝沢・さわうちかいざわ

　　０２９-５７０１・岩手県和賀郡西和賀町沢内川舟・さわうちかわふね

　　０２９-５６２１・岩手県和賀郡西和賀町沢内鍵飯・さわうちけんはﾟん

　　０２９-５６１５・岩手県和賀郡西和賀町沢内猿橋・さわうちさるはじ

　　０２９-５６１１・岩手県和賀郡西和賀町沢内新町・さわうちしんまち

　　０２９-５６１７・岩手県和賀郡西和賀町沢内長瀬野・さわうちながせの

　　０２９-５６１９・岩手県和賀郡西和賀町沢内弁天・さわうちべんてん

　　０２９-５６１３・岩手県和賀郡西和賀町沢内前郷・さわうちまえごう



　　０２９-５６１８・岩手県和賀郡西和賀町沢内両沢・さわうちりようざわ

　　０２９-５７０２・岩手県和賀郡西和賀町沢内若畑・さわうちわかはた

　　０２９-５５２３・岩手県和賀郡西和賀町沢中７３地割、沢中７４地割・さわなか

　　０２９-５５０２・岩手県和賀郡西和賀町下前７地割～下前１４地割・したまえ

　　０２９-５５０３・岩手県和賀郡西和賀町清水ケ野１８地割・しみずがの１８ちわり

　　０２９-５５０１・岩手県和賀郡町下左草７７地割～下左草８０地割・しもさそう

　　０２９-５５２３・岩手県和賀郡西和賀町白木野６７地割・しろきの６７ちわり

　　０２４-０３４１・岩手県杉名畑４４地割（湯田ダム管理事務所）・すぎなはた

　　０２４-０３４１・岩手県杉名畑４４地割（後口山）・すぎなはたうしろぐちやま)

　　０２４-０３４１・岩手県杉名畑４４地割（当楽）・すぎなはた４４ちわり(あてらく)

　　０２９-５５１３・岩手県杉名畑４４地割（その他）・すぎなはた４４ちわり(そのた)

　　０２９-５５２２・岩手県和賀郡西和賀町巣郷６３地割・すごう６３ちわり

　　０２９-５５０４・岩手県和賀郡西和賀町槻沢２５地割～槻沢２８地割・つきざわ

　　０２９-５５０２・岩手県和賀郡西和賀町寅沢１５地割・とらさわ１５ちわり

　　０２９-５５２２・岩手県和賀郡西和賀町中村５８地割、中村５９地割・なかむら

　　０２９-５５２２・岩手県和賀郡西野々宿６０地割～野々宿６２地割・ののしゆく

　　０２９-５５２３・岩手県和賀郡西和賀町細内６８地割、細内６９地割・ほそない

　　０２９-５５１３・岩手県和賀郡西和賀町本内４６地割・ほんない４６ちわり

　　０２９-５５０３・岩手県和賀郡西和賀町間木野２４地割・まぎの２４ちわり

　　０２９-５５１３・岩手県和賀郡西和賀町耳取４９地割・みみどり４９ちわり

　　０２９-５５１３・岩手県和賀郡西和賀町本屋敷４８地割・もとやしき４８ちわり

　　０２９-５５２３・岩手県和賀郡西和賀町柳沢７０地割、柳沢７１地割・やなぎざわ

　　０２９-５５１４・岩手県和賀郡西和賀町湯川５２地割、湯川５３地割・ゆがわ

　　０２９-５５０３・岩手県和賀郡西和賀町湯田１９地割～湯田２１地割・ゆだ

　　０２９-５５０６・岩手県和賀郡湯之沢３１地割～湯之沢３５地割・ゆのさわ

　　０２９-５５０５・岩手県和賀郡西和賀町湯本２９地割、湯本３０地割・ゆもと

　　０２９-５５２３・岩手県和賀郡西和賀町芦ケ沢７２地割・よしがさわ７２ちわり

　　０２９-５５１３・岩手県和賀郡西和賀町鷲之巣５０地割・わしのす５０ちわり

　　０２９-４５００・岩手県胆沢郡金ケ崎町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０２９-４５０５・岩手県胆沢郡金ケ崎町永栄・ながさかえ

　　０２９-４５０４・岩手県胆沢郡金ケ崎町永沢・ながさわ

　　０２９-４５０３・岩手県胆沢郡金ケ崎町西根・にしね

　　０２９-４５０２・岩手県胆沢郡金ケ崎町三ケ尻・みかじり

　　０２９-４５０１・岩手県胆沢郡金ケ崎町六原・ろくはら

　　０２９-４１００・岩手県西磐井郡平泉町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０２９-４１０１・岩手県西磐井郡平泉町長島・ながしま

　　０２９-４１０２・岩手県西磐井郡平泉町平泉・ひらいずみ

　　０２９-２３００・岩手県気仙郡住田町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０２９-２５０１・岩手県気仙郡住田町上有住・かみありす

　　０２９-２５０２・岩手県気仙郡住田町下有住・しもありす

　　０２９-２３１１・岩手県気仙郡住田町世田米・せたまい

　　０２８-１１００・岩手県上閉伊郡大槌町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０２８-１１０２・岩手県上閉伊郡大槌町赤浜・あかはま

　　０２８-１１０５・岩手県上閉伊郡大槌町安渡・あんど

　　０２８-１１３１・岩手県上閉伊郡大槌町大槌・おおつち

　　０２８-１１１２・岩手県上閉伊郡大槌町大町・おおまち

　　０２８-１１３２・岩手県上閉伊郡大槌町大ケ口・おがくち

　　０２８-１１３３・岩手県上閉伊郡大槌町金沢・かねざわ

　　０２８-１１１５・岩手県上閉伊郡大槌町上町・かみちよう

　　０２８-１１０１・岩手県上閉伊郡大槌町吉里吉里・きりきり

　　０２８-１１２１・岩手県上閉伊郡大槌町小鎚・こつﾞち

　　０２８-１１１４・岩手県上閉伊郡大槌町栄町・さかえちよう

　　０２８-１１２２・岩手県上閉伊郡大槌町桜木町・さくらぎちよう

　　０２８-１１１１・岩手県上閉伊郡大槌町新町・しんちよう

　　０２８-１１０４・岩手県上閉伊郡大槌町新港町・しんみなとまち

　　０２８-１１１７・岩手県上閉伊郡大槌町末広町・すえひろちよう

　　０２８-１１１３・岩手県上閉伊郡大槌町須賀町・すかちよう

　　０２８-１１１６・岩手県上閉伊郡大槌町本町・ほんちよう

　　０２８-１１０３・岩手県上閉伊郡大槌町港町・みなとまち

　　０２８-１３００・岩手県下閉伊郡山田町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０２８-１３０３・岩手県下閉伊郡山田町荒川・あらかわ

　　０２８-１３５２・岩手県下閉伊郡山田町飯岡・いいおか

　　０２８-１３０１・岩手県下閉伊郡山田町石峠・いしとうげ

　　０２８-１３１１・岩手県下閉伊郡山田町大沢・おおさわ

　　０２８-１３６１・岩手県下閉伊郡山田町織笠・おりかさ

　　０２８-１３４２・岩手県下閉伊郡山田町川向町・かわむかいちよう

　　０２８-１３３１・岩手県下閉伊郡山田町北浜町・きたはまちよう

　　０２８-１３３３・岩手県下閉伊郡山田町後楽町・こうらくちよう

　　０２８-１３４３・岩手県下閉伊郡山田町境田町・さかいだちよう

　　０２８-１３３２・岩手県下閉伊郡山田町中央町・ちゆうおうちよう



　　０２８-１３０２・岩手県下閉伊郡山田町豊間根・とよまね

　　０２８-１３５１・岩手県下閉伊郡山田町長崎・ながさき

　　０２８-１３４１・岩手県下閉伊郡山田町八幡町・はちまんちよう

　　０２８-１３７１・岩手県下閉伊郡山田町船越・ふなこじ

　　０２８-１３２１・岩手県下閉伊郡山田町山田・やまだ

　　０２７-０５００・岩手県下閉伊郡岩泉町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０２８-２２３１・岩手県下閉伊郡岩泉町浅内・あさない

　　０２７-０６１１・岩手県下閉伊郡岩泉町安家・あつか

　　０２８-５６４２・岩手県下閉伊郡岩泉町穴沢・あなざわ

　　０２７-０５０８・岩手県下閉伊郡岩泉町尼額・あまひたい

　　０２７-０５０１・岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉・いわいずみ

　　０２８-２２３２・岩手県下閉伊郡岩泉町大川・おおかわ

　　０２７-０５０２・岩手県下閉伊郡岩泉町乙茂・おとも

　　０２７-０４２１・岩手県下閉伊郡岩泉町小本・おもと

　　０２８-５６４１・岩手県下閉伊郡岩泉町門・かど

　　０２８-５６３３・岩手県下閉伊郡釜津田（上栗宿）・かまつた(かみくりやど)

　　０２８-５６３３・岩手県下閉伊郡岩泉町釜津田（栗宿）・かまつた(くりやど)

　　０２８-５６３３・岩手県下閉伊郡岩泉町釜津田（権現）・かまつた(ごんげん)

　　０２８-２２３３・岩手県下閉伊郡岩泉町釜津田（その他）・かまつた(そのた)

　　０２７-０５０５・岩手県下閉伊郡岩泉町上有芸・かみうげい

　　０２７-０５０３・岩手県下閉伊郡岩泉町猿沢・さるさわ

　　０２７-０５０４・岩手県下閉伊郡岩泉町下有芸・しもうげい

　　０２７-０５０６・岩手県下閉伊郡岩泉町鼠入・そいり

　　０２７-０４２３・岩手県下閉伊郡岩泉町中里・なかさと

　　０２７-０４２２・岩手県下閉伊郡岩泉町中島・なかしま

　　０２７-０５０７・岩手県下閉伊郡岩泉町二升石・にしよういじ

　　０２７-０４２４・岩手県下閉伊郡岩泉町袰野・ほろの

　　０２８-５６４３・岩手県下閉伊郡岩泉町袰綿・ほろわた

　　０２８-８４００・岩手県下閉伊郡田野畑村・・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０２８-８４０２・岩手県下閉伊郡田野畑村明戸・ あけと

　　０２８-８４０１・岩手県下閉伊郡田野畑村一の渡・ いちのわたり

　　０２８-８４０１・岩手県下閉伊郡田野畑村蝦夷森・ えぞもり

　　０２８-８４０５・岩手県下閉伊郡田野畑村, 大芦"・おおあじ

　　０２８-８４０１・岩手県下閉伊郡田野畑村大森・ おおもり

　　０２８-８４０１・岩手県下閉伊郡田野畑村尾肝要・ おかんよう

　　０２８-８４０１・岩手県下閉伊郡田野畑村奥地・ おくち

　　０２８-８４０１・岩手県下閉伊郡田野畑村奥地向・ おくちむかい

　　０２８-８４０１・岩手県下閉伊郡田野畑村茅刈沢・ かやかりさわ

　　０２８-８４０７・岩手県下閉伊郡田野畑村川平・ かわだい

　　０２８-８４０２・岩手県下閉伊郡田野畑村北山・ きたやま

　　０２８-８４０５・岩手県下閉伊郡田野畑村, 切牛"・きりうじ

　　０２８-８４０６・岩手県下閉伊郡田野畑村猿山・ さるやま

　　０２８-８４０４・岩手県下閉伊郡田野畑村, 島越"・しまのこじ

　　０２８-８４０７・岩手県下閉伊郡田野畑村菅窪・ すげのくほﾞ

　　０２８-８４０１・岩手県下閉伊郡田野畑村巣合・ すごう

　　０２８-８４０１・岩手県下閉伊郡田野畑村千丈・ せんじよう

　　０２８-８４０１・岩手県下閉伊郡田野畑村千足・ せんぞく

　　０２８-８４０１・岩手県下閉伊郡田野畑村滝ノ沢・ たきのさわ

　　０２８-８４０１・岩手県下閉伊郡田野畑村田代・ たしろ

　　０２８-８４０７・岩手県下閉伊郡田野畑村田野畑・ たのはた

　　０２８-８４０２・岩手県下閉伊郡田野畑村机・ つくえ

　　０２８-８４０６・岩手県下閉伊郡田野畑村年呂部・ としろべ

　　０２８-８４０１・岩手県下閉伊郡田野畑村長根・ ながね

　　０２８-８４０６・岩手県下閉伊郡田野畑村七滝・ ななたき

　　０２８-８４０１・岩手県下閉伊郡田野畑村沼袋・ ぬまぶくろ

　　０２８-８４０１・岩手県下閉伊郡田野畑村子木地・ ねぎち

　　０２８-８４０１・岩手県下閉伊郡田野畑村子木屋敷・ ねぎやしき

　　０２８-８４０１・岩手県下閉伊郡田野畑村萩牛・ はぎゆう

　　０２８-８４０５・岩手県下閉伊郡田野畑村浜岩泉・ はまいわいずみ

　　０２８-８４０１・岩手県下閉伊郡田野畑村日蔭・ ひかげ

　　０２８-８４０１・岩手県下閉伊郡田野畑村姫松・ ひめまつ

　　０２８-８４０５・岩手県下閉伊郡田野畑村真木沢・ まぎさわ

　　０２８-８４０４・岩手県下閉伊郡田野畑村松前沢・ まつまえさわ

　　０２８-８４０１・岩手県下閉伊郡田野畑村三沢・ みさわ

　　０２８-８４０５・岩手県下閉伊郡田野畑村, 南大芦"・みなみおおあじ

　　０２８-８４０６・岩手県下閉伊郡田野畑村室場・ むろはﾞ

　　０２８-８４０６・岩手県下閉伊郡田野畑村目名・ めな

　　０２８-８４０３・岩手県下閉伊郡田野畑村羅賀・ らが

　　０２８-８４０７・岩手県下閉伊郡田野畑村和野・ わの

　　０２８-８３００・岩手県下閉伊郡普代村・ 以下に不掲載・ いかにふけいさい



　　０２８-８３６６・岩手県下閉伊郡普代村芦生・ あしおい

　　０２８-８３６５・岩手県下閉伊郡普代村芦渡・ あしわたり

　　０２８-８３４３・岩手県下閉伊郡普代村上の山・ うえのやま

　　０２８-８３６２・岩手県下閉伊郡普代村卯子酉・ うねどり

　　０２８-８３３１・岩手県下閉伊郡普代村宇留部・ うるべ

　　０２８-８３４５・岩手県下閉伊郡普代村太田名部・ おおたなべ

　　０２８-８３６８・岩手県下閉伊郡普代村柏木平・ かしわぎだいら

　　０２８-８３５２・岩手県下閉伊郡普代村上村・ かみむら

　　０２８-８３６１・岩手県下閉伊郡普代村北ノ股・ きたのまた

　　０２８-８３５３・岩手県下閉伊郡普代村黒崎・ くろさき

　　０２８-８３１２・岩手県下閉伊郡普代村小谷地・ こやち

　　０２８-８３０３・岩手県下閉伊郡普代村沢向・ さわむかい

　　０２８-８３５１・岩手県下閉伊郡普代村下村・ しもむら

　　０２８-８３１１・岩手県下閉伊郡普代村白井・ しらい

　　０２８-８３１３・岩手県下閉伊郡普代村土取場・ つちとりはﾞ

　　０２８-８３３６・岩手県下閉伊郡普代村堤・ つつみ

　　０２８-８３２２・岩手県下閉伊郡普代村天拝坂・ てんはﾞいざか

　　０２８-８３３２・岩手県下閉伊郡普代村銅屋・ どうや

　　０２８-８３２３・岩手県下閉伊郡普代村鳥居・ とりい

　　０２８-８３３４・岩手県下閉伊郡普代村中村・ なかむら

　　０２８-８３４４・岩手県下閉伊郡普代村中山・ なかやま

　　０２８-８３２１・岩手県下閉伊郡普代村野胡桃・ のぐるみ

　　０２８-８３６７・岩手県下閉伊郡普代村萩牛・ はぎゆう

　　０２８-８３０１・岩手県下閉伊郡普代村馬場野・ はﾞはﾞの

　　０２８-８３３５・岩手県下閉伊郡普代村普代・ ふだい

　　０２８-８３０２・岩手県下閉伊郡普代村堀内・ ほりない

　　０２８-８３６４・岩手県下閉伊郡普代村南股・ みなみのまた

　　０２８-８３４１・岩手県下閉伊郡普代村明神・ みようじん

　　０２８-８３６３・岩手県下閉伊郡普代村茂市・ もいち

　　０２８-８３３３・岩手県下閉伊郡普代村羅賀・ らが

　　０２８-８３４２・岩手県下閉伊郡普代村和野山・ わのやま

　　０２８-６３００・岩手県九戸郡軽米町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０２８-６２２３・岩手県九戸郡軽米町狄塚・えつﾞか

　　０２８-６３０１・岩手県九戸郡軽米町上舘・かみだて

　　０２８-６３０２・岩手県九戸郡軽米町軽米・かるまい

　　０２８-６３０３・岩手県九戸郡軽米町高家・こうけ

　　０２８-６４１１・岩手県九戸郡軽米町小軽米・こかるまい

　　０２８-６２２２・岩手県九戸郡軽米町山内・さんない

　　０２８-６３０４・岩手県九戸郡軽米町長倉・ながくら

　　０２８-６２２１・岩手県九戸郡軽米町晴山・はれやま

　　０２８-６４１２・岩手県九戸郡軽米町蛇口・へびくち

　　０２８-６４１３・岩手県九戸郡軽米町円子・まるこ

　　０２８-８２００・岩手県九戸郡野田村・・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０２８-８２０２・岩手県九戸郡野田村玉川・ たまがわ

　　０２８-８２０１・岩手県九戸郡野田村野田・ のだ

　　０２８-６５００・岩手県九戸郡九戸村・・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０２８-６５０１・岩手県九戸郡九戸村荒谷・ あらや

　　０２８-６５０２・岩手県九戸郡九戸村伊保内・ いほﾞない

　　０２８-６５０５・岩手県九戸郡九戸村江刺家・ えさしか

　　０２８-６５０３・岩手県九戸郡九戸村小倉・ こぐら

　　０２８-６６１１・岩手県九戸郡九戸村山根・ さんね

　　０２８-６５０４・岩手県九戸郡九戸村長興寺・ ちようこうじ

　　０２８-６６１２・岩手県九戸郡九戸村戸田・ とだ

　　０２８-６５０６・岩手県九戸郡九戸村山屋・ やまや

　　０２８-６５０７・岩手県九戸郡九戸村雪屋・ ゆきや

　　０２８-７９００・岩手県九戸郡洋野町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０２８-８８０３・岩手県九戸郡洋野町阿子木・あこぎ

　　０２８-７９０５・岩手県九戸郡洋野町有家・うげ

　　０２８-８８０２・岩手県九戸郡洋野町大野・おおの

　　０２８-７９０４・岩手県九戸郡洋野町小子内・おこない

　　０２８-８８０１・岩手県九戸郡洋野町上館・かみだて

　　０２８-８８０４・岩手県九戸郡洋野町帯島・たいしま

　　０２８-７９１５・岩手県種市第１５地割～２１（鹿糠）・(かぬか)

　　０２８-７９１５・岩手県種市第１５地割～２１（小路合）・(しようじあい)

　　０２８-７９１５・岩手県種市第１５地割～２１（緑町）・(みどりちよう)

　　０２８-７９１５・岩手県種市第１５地割～２１（大久保）・(おおくほﾞ)

　　０２８-７９１５・岩手県種市第１５地割～２１（高取）・(たかとり)

　　０２８-７９０３・岩手県種市第１地割～第３（八木南町）・(やぎみなみまち)

　　０２８-７９０３・岩手県種市第１地割～第３（八木北町）・(やぎきたまち)

　　０２８-７９１４・岩手県種市第２２地割～第２３地割（一区）・たねいち(１く､)



　　０２８-７９１４・岩手県九戸郡種市第２２地割～第２３地割（二区）・(２く)

　　０２８-７９１４・岩手県九戸郡種市第２２地割～第２３地割（三区）・(３く)

　　０２８-７９１４・岩手県洋野町種市第２２地割～第２３地割（四区）・(４く)

　　０２８-７９１４・岩手県洋野町種市第２２地割～第２３地割（大町）・(おおまち)

　　０２８-７９１４・岩手県九戸郡洋野町種市第２２地割～第２３地割（小橋）・(こはﾞし)

　　０２８-７９１４・種市第２２地割～第２３地割（住吉町）・(すみよしちよう)

　　０２８-７９１３・種市第２４地割～第２５地割（緑ケ丘町）・(みどりがおかちよう)

　　０２８-７９１３・洋野町種市第２４地割～第２５地割（横手）・(よこて)

　　０２８-７９１２・岩手県種市第２６地割～第３８地割（川尻）・(かわしり)

　　０２８-７９１２・岩手県種市第２６地割～第３８地割（平内）・(ひらない)

　　０２８-７９１１・岩手県種市第３９地割～第４５地割（角浜）・(かどのはま)

　　０２８-７９１１・岩手県種市第３９地割～第４５地割（伝吉）・(でんきち)

　　０２８-７９１８・岩手県種市第４６地割～第４９地割（麦沢）・(むぎさわ)

　　０２８-７９０２・岩手県九戸郡種市第４地割～第７地割（宿戸）・(しゆくのへ)

　　０２８-７９１７・岩手県種市第５０地割～第７０地割（大沢）・(おおさわ)

　　０２８-７９１７・岩手県九戸郡種市第５０地割～第７０地割（城内）・(じようない)

　　０２８-７９１７・岩手県九戸郡種市第５０地割～第７０地割（滝沢）・(たきさわ)

　　０２８-７９１６・岩手県九戸郡種市第７１地割～第７４地割（大谷）・(おおや)

　　０２８-７９１６・岩手県九戸郡種市第７１地割～第７４地割（和座）・(わざ)

　　０２８-７９０１・岩手県九戸郡種市第８地割～第１４地割（玉川）・(たまがわ)

　　０２８-７９０１・岩手県九戸郡種市第８地割～第１４地割（戸類家）・(へるけ)

　　０２８-７９０６・岩手県九戸郡洋野町中野・なかの

　　０２８-８８０５・岩手県九戸郡洋野町水沢・みずさわ

　　０２８-５３００・岩手県二戸郡一戸町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０２８-５２２２・岩手県二戸郡一戸町姉帯・あねたい

　　０２８-５３０４・岩手県二戸郡一戸町出ル町・いずるまち

　　０２８-５３１２・岩手県二戸郡一戸町一戸・いちのへ

　　０２８-５３１６・岩手県二戸郡一戸町岩舘・いわだて

　　０２８-５１３１・岩手県二戸郡一戸町宇別・うべつ

　　０２８-５１３４・岩手県二戸郡一戸町奥中山・おくなかやま

　　０２８-５３０３・岩手県二戸郡一戸町小友・おとも

　　０２８-５２２３・岩手県二戸郡一戸町面岸・おもぎじ

　　０２８-５３１１・岩手県二戸郡一戸町高善寺・こうぜんじ

　　０２８-５２２１・岩手県二戸郡一戸町小鳥谷・こずや

　　０２８-５１３２・岩手県二戸郡一戸町小繋・こつなぎ

　　０２８-５３０１・岩手県二戸郡一戸町西法寺・さいほうじ

　　０２８-５３０５・岩手県二戸郡一戸町月舘・つきだて

　　０２８-５３１３・岩手県二戸郡一戸町鳥越・とりごえ

　　０２８-５３０６・岩手県二戸郡一戸町中里・なかさと

　　０２８-５２３３・岩手県二戸郡一戸町中山（新田１７－２）・なかやま(しんでん

　　０２８-５２３３・岩手県二戸郡一戸町中山（新田３７)・３７はﾞんち)

　　０２８-５２３３・岩手県二戸郡一戸町中山（新田東火行１)・(､ひがしひぎよう１)

　　０２８-５１３３・岩手県二戸郡一戸町中山（その他）・なかやま(そのた)

　　０２８-５３１４・岩手県二戸郡一戸町楢山・ならやま

　　０２８-５３１５・岩手県二戸郡一戸町根反・ねそり

　　０２８-５２２４・岩手県二戸郡一戸町平糠・ひらぬか

　　０２８-５３０２・岩手県二戸郡一戸町女鹿・めが




