
　　７６０-００００・香川県高松市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７６０-０００２・香川県高松市茜町・あかねちよう

　　７６０-００６４・香川県高松市朝日新町・あさひしんまち

　　７６０-００６５・香川県高松市朝日町・あさひまち

　　７６１-０１３０・香川県高松市庵治町・あじちよう

　　７６１-８０３３・香川県高松市飯田町・いいだちよう

　　７６１-８００２・香川県高松市生島町・いくしまちよう

　　７６０-００３８・香川県高松市井口町・いぐちまち

　　７６１-０４４４・香川県高松市池田町・いけだちよう

　　７６１-８０８４・香川県高松市一宮町・いちのみやちよう

　　７６０-００７８・香川県高松市今里町・いまざとちよう

　　７６０-００４３・香川県高松市今新町・いまじんまち

　　７６１-８００５・香川県高松市植松町・うえまつちよう

　　７６０-００３４・香川県高松市内町・うちまち

　　７６１-８０４４・香川県高松市円座町・えんざちよう

　　７６０-００１３・香川県高松市扇町・おうぎまち

　　７６１-８０７４・香川県高松市太田上町・おおたかみまち

　　７６１-８０７３・香川県高松市太田下町・おおたしもまち

　　７６１-８０４７・香川県高松市岡本町・おかもとちよう

　　７６０-００９１・香川県高松市男木町・おぎちよう

　　７６１-０４３１・香川県高松市小村町・おもれちよう

　　７６１-１７０３・香川県高松市香川町浅野・かがわちようあさの

　　７６１-１７０１・香川県高松市香川町大野・かがわちようおおの

　　７６１-１７０４・香川県高松市香川町川内原・かがわちようかわないはら

　　７６１-１７０６・香川県高松市香川町川東上・かがわちようかわひがしかみ

　　７６１-１７０５・香川県高松市香川町川東下・かがわちようかわひがししも

　　７６１-１７０２・香川県高松市香川町寺井・かがわちようてらい

　　７６１-１７０７・香川県高松市香川町東谷・かがわちようひがしたに

　　７６１-１７０８・香川県高松市香川町安原下・かがわちようやすはらしも

　　７６０-００２８・香川県高松市鍛冶屋町・かじやまち

　　７６１-０１０１・香川県高松市春日町・かすがちよう

　　７６０-００４０・香川県高松市片原町・かたはらまち

　　７６１-８０８２・香川県高松市鹿角町・かのつのちよう

　　７６１-８０５６・香川県高松市上天神町・かみてんじんちよう

　　７６１-８０６４・香川県高松市上之町・かみのちよう

　　７６１-０３０２・香川県高松市上林町・かみはやしちよう

　　７６０-００７７・香川県高松市上福岡町・かみふくおかちよう

　　７６１-８０５５・香川県高松市紙町・かみまち

　　７６０-００５０・香川県高松市亀井町・かめいちよう

　　７６０-０００６・香川県高松市亀岡町・かめおかちよう

　　７６１-０３２３・香川県高松市亀田町・かめだちよう

　　７６１-０４３２・香川県高松市亀田南町・かめだみなみまち

　　７６１-０４４３・香川県高松市川島東町・かわしまひがしまち

　　７６１-０４４２・香川県高松市川島本町・かわしまほんまち

　　７６１-８０４６・香川県高松市川部町・かわなべちよう

　　７６０-００５２・香川県高松市瓦町・かわらまち

　　７６０-００７６・香川県高松市観光町・かんこうちよう

　　７６０-００５５・香川県高松市観光通・かんこうどおり

　　７６０-００８０・香川県高松市木太町・きたちよう

　　７６０-００３１・香川県高松市北浜町・きたはまちよう

　　７６１-８０２６・香川県高松市鬼無町鬼無・ きなしちようきなじ

　　７６１-８０２１・香川県高松市鬼無町是竹・きなしちようこれたけ

　　７６１-８０２３・香川県高松市鬼無町佐藤・きなしちようさとう

　　７６１-８０２２・香川県高松市鬼無町佐料・きなしちようさりよう

　　７６１-８０２４・香川県高松市鬼無町藤井・きなしちようふじい

　　７６１-８０２５・香川県高松市鬼無町山口・きなしちようやまぐち

　　７６０-００７５・香川県高松市楠上町・くすがみちよう

　　７６１-８０１３・香川県高松市香西東町・こうざいひがしまち

　　７６１-８０１５・香川県高松市香西西町・こうざいにしまち

　　７６１-８０１４・香川県高松市香西南町・こうざいみなみまち

　　７６１-８０１１・香川県高松市香西北町・こうざいきたまち

　　７６１-８０１２・香川県高松市香西本町・こうざいほんまち

　　７６１-８０３１・香川県高松市郷東町・ごうとうちよう

　　７６１-１４０５・香川県高松市香南町池内・こうなんちよういけのうち

　　７６１-１４０１・香川県高松市香南町岡・こうなんちようおか

　　７６１-１４０６・香川県高松市香南町西庄・こうなんちようにしのしよう

　　７６１-１４０２・香川県高松市香南町由佐・こうなんちようゆさ

　　７６１-１４０４・香川県高松市香南町横井・こうなんちようよこい

　　７６１-１４０３・香川県高松市香南町吉光・こうなんちようよしみつ

　　７６９-０１０５・香川県高松市国分寺町柏原・こくぶんじちようかしはら
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　　７６９-０１０２・香川県高松市国分寺町国分・こくぶんじちようこくぶ

　　７６９-０１０４・香川県高松市国分寺町新名・こくぶんじちようしんみよう

　　７６９-０１０１・香川県高松市国分寺町新居・こくぶんじちようにい

　　７６９-０１０３・香川県高松市国分寺町福家・こくぶんじちようふけ

　　７６０-００２３・香川県高松市寿町・ことぶきちよう

　　７６０-００４４・香川県高松市御坊町・ごほﾞうまち

　　７６０-００２７・香川県高松市紺屋町・こんやまち

　　７６０-０００４・香川県高松市西宝町・さいほうちよう

　　７６０-００１６・香川県高松市幸町・さいわいちよう

　　７６０-００７４・香川県高松市桜町・さくらまち

　　７６１-８０７２・香川県高松市三条町・さんじようちよう

　　７６０-００１９・香川県高松市サンポート・さんほﾟｰと

　　７６１-８０８３・香川県高松市三名町・さんみようちよう

　　７６０-００１５・香川県高松市紫雲町・しうんちよう

　　７６０-００６２・香川県高松市塩上町・しおがみちよう

　　７６１-１６１４・香川県高松市塩江町上西乙・しおのえちようかみにしおつ

　　７６１-１６１３・香川県高松市塩江町上西甲・しおのえちようかみにしこう

　　７６１-１６１１・香川県高松市塩江町安原上・しおのえちようやすはらかみ

　　７６１-１６１２・香川県高松市塩江町安原上東・ しおのえちようやすはらかみひがじ

　　７６１-１６１５・香川県高松市塩江町安原下（上小田）・しおのえちようやすはらしも(かみこた)

　　７６１-１６１５・香川県高松市塩江町安原下（炭谷）・しおのえちようやすはらしも(すみや)

　　７６１-１５０１・香川県高松市塩江町安原下（第１号）・しおのえちようやすはらしも(だい１ごう)

　　７６１-１５０２・香川県高松市塩江町安原下（第２号）・しおのえちようやすはらしも(だい２ごう)

　　７６１-１５０３・香川県高松市塩江町安原下（第３号）・しおのえちようやすはらしも(だい３ごう)

　　７６１-１５０４・香川県高松市塩江町安原下（その他）・しおのえちようやすはらしも(そのた)

　　７６０-００４７・香川県高松市塩屋町・しおやまち

　　７６１-０３１３・香川県高松市下田井町・しもたいちよう

　　７６１-８０７７・香川県高松市出作町・しゆつさくちよう

　　７６０-００３６・香川県高松市城東町・じようとうちよう

　　７６０-００１４・香川県高松市昭和町・しようわちよう

　　７６０-０００１・香川県高松市新北町・しんきたまち

　　７６１-８００３・香川県高松市神在川窪町・しんざいかわくほﾞちよう

　　７６１-０１０２・香川県高松市新田町甲・しんでんちようこう

　　７６１-０１０３・香川県高松市新田町乙・しんでんちようおつ

　　７６０-００６０・香川県高松市末広町・すえひろちよう

　　７６１-１６１６・香川県高松市菅沢町・すげざわちよう

　　７６０-００１２・香川県高松市瀬戸内町・せとうちちよう

　　７６１-０４３４・香川県高松市十川東町・そがわひがしまち

　　７６１-０４３３・香川県高松市十川西町・そがわにしまち

　　７６１-０１０４・香川県高松市高松町・たかまつちよう

　　７６０-００６３・香川県高松市多賀町・たがちよう

　　７６１-８０７６・香川県高松市多肥上町・たひかみまち

　　７６１-８０７５・香川県高松市多肥下町・たひしもまち

　　７６０-００５３・香川県高松市田町・たまち

　　７６０-００３０・香川県高松市玉藻町・たまもちよう

　　７６１-８０５７・香川県高松市田村町・たむらちよう

　　７６１-８００１・香川県高松市亀水町・たるみちよう

　　７６０-００４２・香川県高松市大工町・だいくまち

　　７６１-８０４１・香川県高松市檀紙町・だんしちよう

　　７６０-０００７・香川県高松市中央町・ちゆうおうちよう

　　７６１-８０５８・香川県高松市勅使町・ちよくしちよう

　　７６０-００６１・香川県高松市築地町・つきじちよう

　　７６０-００９３・香川県高松市鶴市町（台山）・つるいちちよう(だいやま)

　　７６１-８０３２・香川県高松市鶴市町（その他）・つるいちちよう(そのた)

　　７６０-００３５・香川県高松市鶴屋町・つるやまち

　　７６１-８０８５・香川県高松市寺井町・てらいちよう

　　７６０-００１８・香川県高松市天神前・てんじんまえ

　　７６０-００４６・香川県高松市通町・とおりまち

　　７６０-００５４・香川県高松市常磐町・ときわちよう

　　７６０-００２６・香川県高松市磨屋町・とぎやまち

　　７６０-００５６・香川県高松市中新町・なかじんちよう

　　７６１-８０４３・香川県高松市中間町・なかつまちよう

　　７６０-０００８・香川県高松市中野町・なかのちよう

　　７６１-８００４・香川県高松市中山町・なかやまちよう

　　７６１-８０８１・香川県高松市成合町・なりあいちよう

　　７６１-０４４５・香川県高松市西植田町・にしうえたちよう

　　７６０-００２２・香川県高松市西内町・にしうちまち

　　７６１-８０５１・香川県高松市西春日町・にしかすがちよう

　　７６０-００２０・香川県高松市錦町・にしきまち

　　７６０-００２１・香川県高松市西の丸町・にしのまるちよう



　　７６１-８０５３・香川県高松市西ハゼ町・にしはぜまち

　　７６０-０００３・香川県高松市西町・にしまち

　　７６１-８０４５・香川県高松市西山崎町・にしやまさきちよう

　　７６０-００５７・香川県高松市旅籠町・はたごまち

　　７６０-００７２・香川県高松市花園町・はなぞのちよう

　　７６１-８０６３・香川県高松市花ノ宮町・はなのみやちよう

　　７６０-００１１・香川県高松市浜ノ町・はまのちよう

　　７６１-０３０１・香川県高松市林町・はやしちよう

　　７６０-００１７・香川県高松市番町・はﾞんちよう

　　７６１-０４４６・香川県高松市東植田町・ひがしうえたちよう

　　７６０-００５８・香川県高松市東田町・ひがしたまち

　　７６１-８０５４・香川県高松市東ハゼ町・ひがしはぜまち

　　７６０-００３７・香川県高松市東浜町・ひがしはまちよう

　　７６１-０３１２・香川県高松市東山崎町・ひがしやまさきちよう

　　７６０-００４１・香川県高松市百間町・ひやつけんまち

　　７６０-００２４・香川県高松市兵庫町・ひようごまち

　　７６０-００６６・香川県高松市福岡町・ふくおかちよう

　　７６０-００４８・香川県高松市福田町・ふくだまち

　　７６０-００７１・香川県高松市藤塚町・ふじつﾞかちよう

　　７６１-８０７１・香川県高松市伏石町・ふせいしちよう

　　７６０-００２５・香川県高松市古新町・ふるじんまち

　　７６０-００４５・香川県高松市古馬場町・ふるはﾞはﾞちよう

　　７６１-８０７８・香川県高松市仏生山町甲・ぶつしようざんちようこう

　　７６１-８０７９・香川県高松市仏生山町乙・ぶつしようざんちようおつ

　　７６０-００３２・香川県高松市本町・ほんまち

　　７６１-０３２２・香川県高松市前田東町・まえだひがしまち

　　７６１-０３２１・香川県高松市前田西町・まえだにしまち

　　７６０-００６８・香川県高松市松島町・まつしまちよう

　　７６１-８０５２・香川県高松市松並町・まつなみちよう

　　７６０-００７９・香川県高松市松縄町・まつなわちよう

　　７６０-００６７・香川県高松市松福町・まつふくちよう

　　７６０-００２９・香川県高松市丸亀町・まるがめまち

　　７６０-００３３・香川県高松市丸の内・まるのうち

　　７６１-０４５０・香川県高松市三谷町・みたにちよう

　　７６０-００５１・香川県高松市南新町・みなみしんまち

　　７６０-０００９・香川県高松市峰山町・みねやまちよう

　　７６１-８０４２・香川県高松市御厩町・みまやちよう

　　７６０-０００５・香川県高松市宮脇町・みやわきちよう

　　７６１-０１２２・香川県高松市牟礼町大町・むれちようおおまち

　　７６１-０１２３・香川県高松市牟礼町原・むれちようはら

　　７６１-０１２１・香川県高松市牟礼町牟礼・むれちようむれ

　　７６１-８０６２・香川県高松市室新町・むろしんまち

　　７６１-８０６１・香川県高松市室町・むろまち

　　７６０-００９２・香川県高松市女木町・めぎちよう

　　７６１-０３１１・香川県高松市元山町・もとやまちよう

　　７６０-００４９・香川県高松市八坂町・やさかまち

　　７６１-０１１２・香川県高松市屋島中町・やしまなかまち

　　７６１-０１１１・香川県高松市屋島東町・やしまひがしまち

　　７６１-０１１３・香川県高松市屋島西町・やしまにしまち

　　７６１-０４４１・香川県高松市由良町・ゆらちよう

　　７６０-００７３・香川県高松市栗林町・りつりんちよう

　　７６１-０３０３・香川県高松市六条町・ろくじようちよう

　　７６３-００００・香川県丸亀市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７６１-２４０１・香川県丸亀市綾歌町岡田上・あやうたちようおかだかみ

　　７６１-２４０２・香川県丸亀市綾歌町岡田下・あやうたちようおかだしも

　　７６１-２４０４・香川県丸亀市綾歌町岡田東・ あやうたちようおかだひがじ

　　７６１-２４０３・香川県丸亀市綾歌町岡田西・ あやうたちようおかだにじ

　　７６１-２４０６・香川県丸亀市綾歌町栗熊東・ あやうたちようくりくまひがじ

　　７６１-２４０５・香川県丸亀市綾歌町栗熊西・ あやうたちようくりくまにじ

　　７６１-２４０８・香川県丸亀市綾歌町富熊（富士見坂）・あやうたちようとみくま(ふじみさか)

　　７６１-２４０７・香川県丸亀市綾歌町富熊（その他）・あやうたちようとみくま(そのた)

　　７６３-００８４・香川県丸亀市飯野町東二・いいのちようひがしふた

　　７６３-００８５・香川県丸亀市飯野町東分・いいのちようひがしぶん

　　７６３-００８６・香川県丸亀市飯野町西分・いいのちようにしぶん

　　７６３-００２５・香川県丸亀市一番丁・いちはﾞんちよう

　　７６３-００５１・香川県丸亀市今津町・いまつﾞちよう

　　７６３-０００６・香川県丸亀市魚屋町・うおやまち

　　７６３-０２３１・香川県丸亀市牛島・うしじま

　　７６３-００３４・香川県丸亀市大手町・おおてちよう

　　７６３-００５３・香川県丸亀市金倉町・かなくらちよう



　　７６３-０００３・香川県丸亀市葭町・かやまち

　　７６３-００９２・香川県丸亀市川西町南・かわにしちようみなみ

　　７６３-００９１・香川県丸亀市川西町北・かわにしちようきた

　　７６３-０００２・香川県丸亀市瓦町・かわらまち

　　７６３-００１５・香川県丸亀市北平山町・きたひらやまちよう

　　７６３-００７３・香川県丸亀市柞原町・くはﾞらちよう

　　７６３-００２９・香川県丸亀市九番丁・くはﾞんちよう

　　７６３-００９３・香川県丸亀市郡家町・ぐんげちよう

　　７６３-００１４・香川県丸亀市御供所町・ごぶしよちよう

　　７６３-０００４・香川県丸亀市米屋町・こめやちよう

　　７６３-００４８・香川県丸亀市幸町・さいわいちよう

　　７６３-００９４・香川県丸亀市三条町・さんじようちよう

　　７６３-００６５・香川県丸亀市塩屋町・しおやちよう

　　７６３-００２７・香川県丸亀市七番丁・しちはﾞんちよう

　　７６３-００３０・香川県丸亀市十番丁・じゆうはﾞんちよう

　　７６３-００１３・香川県丸亀市城東町・じようとうちよう

　　７６３-００３１・香川県丸亀市城南町・じようなんちよう

　　７６３-００３２・香川県丸亀市城西町・じようせいちよう

　　７６３-００６１・香川県丸亀市昭和町・しようわちよう

　　７６３-００２４・香川県丸亀市塩飽町・しわくまち

　　７６３-００５５・香川県丸亀市新田町・しんでんちよう

　　７６３-００６３・香川県丸亀市新浜町・しんはまちよう

　　７６３-００４５・香川県丸亀市新町・しんまち

　　７６３-０００７・香川県丸亀市宗古町・そうこまち

　　７６３-００７１・香川県丸亀市田村町・たむらちよう

　　７６３-００９５・香川県丸亀市垂水町・たるみちよう

　　７６３-００５２・香川県丸亀市津森町・つのもりちよう

　　７６３-０１１１・香川県丸亀市手島町・てしまちよう

　　７６３-００６６・香川県丸亀市天満町・てんまちよう

　　７６３-００４３・香川県丸亀市通町・とおりちよう

　　７６３-００２１・香川県丸亀市富屋町・とみやまち

　　７６３-００１２・香川県丸亀市土居町・どいちよう

　　７６３-００８２・香川県丸亀市土器町東・ どきちようひがじ

　　７６３-００８１・香川県丸亀市土器町西・ どきちようにじ

　　７６３-００８３・香川県丸亀市土器町北・どきちようきた

　　７６３-００５４・香川県丸亀市中津町・なかつﾞちよう

　　７６３-００３３・香川県丸亀市中府町・なかぶちよう

　　７６３-００４６・香川県丸亀市南条町・なんじようまち

　　７６３-００４１・香川県丸亀市西平山町・にしひらやまちよう

　　７６３-００４７・香川県丸亀市西本町・にしほんまち

　　７６３-００２８・香川県丸亀市八番丁・はちはﾞんちよう

　　７６３-００２２・香川県丸亀市浜町・はままち

　　７６３-００７５・香川県丸亀市原田団地・はらだだんち

　　７６３-００７４・香川県丸亀市原田町・はらだちよう

　　７６２-００８４・香川県丸亀市飯山町上法軍寺・はんざんちようかみほうぐんじ

　　７６２-００８２・香川県丸亀市飯山町川原・はんざんちようかわはら

　　７６２-００８６・香川県丸亀市飯山町真時・はんざんちようさんとき

　　７６２-００８３・香川県丸亀市飯山町下法軍寺・はんざんちようしもほうぐんじ

　　７６２-００８７・香川県丸亀市飯山町西坂元・はんざんちようにしさかもと

　　７６２-００８５・香川県丸亀市飯山町東小川・はんざんちようひがしおがわ

　　７６２-００８１・香川県丸亀市飯山町東坂元・はんざんちようひがしさかもと

　　７６３-０１０５・香川県丸亀市広島町青木・ひろしまちようあおき

　　７６３-０１０６・香川県丸亀市広島町市井・ひろしまちよういちい

　　７６３-０１０２・香川県丸亀市広島町江の浦・ひろしまちようえのうら

　　７６３-０１０８・香川県丸亀市広島町小手島・ひろしまちようおてしま

　　７６３-０１０３・香川県丸亀市広島町釜の越・ ひろしまちようかまのこじ

　　７６３-０１０４・香川県丸亀市広島町甲路・ひろしまちようこうろ

　　７６３-０１０１・香川県丸亀市広島町立石・ ひろしまちようたていじ

　　７６３-０１０７・香川県丸亀市広島町茂浦・ひろしまちようもうら

　　７６３-００４４・香川県丸亀市福島町・ふくしまちよう

　　７６３-００１１・香川県丸亀市富士見町・ふじみちよう

　　７６３-０００１・香川県丸亀市風袋町・ふるたいまち

　　７６３-００６２・香川県丸亀市蓬莱町・ほうらいちよう

　　７６３-０２２５・香川県丸亀市本島町生ノ浜・ほんじまちよういくのはま

　　７６３-０２２８・香川県丸亀市本島町大浦・ほんじまちようおおうら

　　７６３-０２２１・香川県丸亀市本島町笠島・ほんじまちようかさしま

　　７６３-０２２２・香川県丸亀市本島町甲生・ほんじまちようこうしよう

　　７６３-０２２４・香川県丸亀市本島町小阪・ほんじまちようこさか

　　７６３-０２２６・香川県丸亀市本島町尻浜・ほんじまちようしりはま

　　７６３-０２２３・香川県丸亀市本島町泊・ほんじまちようとまり



　　７６３-０２２７・香川県丸亀市本島町福田・ほんじまちようふくだ

　　７６３-００２３・香川県丸亀市本町・ほんまち

　　７６３-００６４・香川県丸亀市前塩屋町・まえじおやちよう

　　７６３-０００５・香川県丸亀市松屋町・まつやちよう

　　７６３-００４２・香川県丸亀市港町・みなとまち

　　７６３-００７２・香川県丸亀市山北町・やまのきたちよう

　　７６３-００２６・香川県丸亀市六番丁・ろくはﾞんちよう

　　７６２-００００・香川県坂出市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７６２-００３７・香川県坂出市青葉町・あおはﾞちよう

　　７６２-０００６・香川県坂出市旭町・あさひちよう

　　７６２-００３５・香川県坂出市池園町・いけぞのちよう

　　７６２-０００２・香川県坂出市入船町・いりふねちよう

　　７６２-００７２・香川県坂出市岩黒・いわくろ

　　７６２-００１１・香川県坂出市江尻町・えじりちよう

　　７６２-００１４・香川県坂出市王越町木沢・おうごしちようきさわ

　　７６２-００１３・香川県坂出市王越町乃生・おうごしちようのう

　　７６２-００１６・香川県坂出市青海町・おうみちよう

　　７６２-００２７・香川県坂出市大池町・おおいけちよう

　　７６２-００１５・香川県坂出市大屋冨町・おおやぶちよう

　　７６２-００５２・香川県坂出市沖の浜・おきのはま

　　７６２-００３８・香川県坂出市笠指町・かざしちよう

　　７６２-００２２・香川県坂出市加茂町甲（氏部）・かもちようこう(うじべ)

　　７６２-００２３・香川県坂出市加茂町（その他）・かもちよう(そのた)

　　７６２-００６２・香川県坂出市川崎町・かわさきちよう

　　７６２-００２５・香川県坂出市川津町・かわつちよう

　　７６２-００１８・香川県坂出市神谷町・かんだにちよう

　　７６２-０００１・香川県坂出市京町・きようまち

　　７６２-０００３・香川県坂出市久米町・くめちよう

　　７６２-００４３・香川県坂出市寿町・ことぶきちよう

　　７６２-００５１・香川県坂出市御供所町・ごぶしよちよう

　　７６２-００３２・香川県坂出市駒止町・こまどめちよう

　　７６２-００２６・香川県坂出市小山町・こやまちよう

　　７６２-００６１・香川県坂出市坂出町・さかいでちよう

　　７６２-００６６・香川県坂出市沙弥島・しやみじま

　　７６２-０００４・香川県坂出市昭和町・しようわちよう

　　７６２-００４２・香川県坂出市白金町・しろがねちよう

　　７６２-００４７・香川県坂出市新浜町・しんはまちよう

　　７６２-００６７・香川県坂出市瀬居町・せいちよう

　　７６２-００１７・香川県坂出市高屋町・たかやちよう

　　７６２-００３３・香川県坂出市谷町・たにまち

　　７６２-００５５・香川県坂出市築港町・ちつこうちよう

　　７６２-００５６・香川県坂出市中央町・ちゆうおうちよう

　　７６２-００５８・香川県坂出市常盤町・ときわちよう

　　７６２-００５４・香川県坂出市西大浜南・にしおおはまみなみ

　　７６２-００５３・香川県坂出市西大浜北・にしおおはまきた

　　７６２-００２１・香川県坂出市西庄町・にしのしようちよう

　　７６２-００４１・香川県坂出市八幡町・はちまんちよう

　　７６２-００３６・香川県坂出市花町・はなまち

　　７６２-００１２・香川県坂出市林田町・はやしだちよう

　　７６２-００６３・香川県坂出市番の州公園・はﾞんのすこうえん

　　７６２-００６４・香川県坂出市番の州町・はﾞんのすちよう

　　７６２-００６５・香川県坂出市番の州緑町・はﾞんのすみどりちよう

　　７６２-００７３・香川県坂出市櫃石・ ひついじ

　　７６２-００３４・香川県坂出市福江町・ふくえちよう

　　７６２-００４６・香川県坂出市富士見町・ふじみちよう

　　７６２-００２４・香川県坂出市府中町・ふちゆうちよう

　　７６２-００３１・香川県坂出市文京町・ぶんきようちよう

　　７６２-００４４・香川県坂出市本町・ほんまち

　　７６２-００５７・香川県坂出市宮下町・みやしたちよう

　　７６２-０００７・香川県坂出市室町・むろまち

　　７６２-００４５・香川県坂出市元町・もとまち

　　７６２-０００５・香川県坂出市横津町・よこつﾞちよう

　　７６２-００７１・香川県坂出市与島町・よしまちよう

　　７６５-００００・香川県善通寺市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７６５-００５３・香川県善通寺市生野町・いかのちよう

　　７６５-００１４・香川県善通寺市生野本町・いかのほんまち

　　７６５-００２２・香川県善通寺市稲木町・いなぎちよう

　　７６５-００５２・香川県善通寺市大麻町・おおさちよう

　　７６５-００１１・香川県善通寺市上吉田町（丁目）・かみよしだちよう

　　７６５-００１２・香川県善通寺市上吉田町（その他）・かみよしだちよう(そのた)



　　７６５-００３３・香川県善通寺市木徳町・きとくちよう

　　７６５-００５１・香川県善通寺市櫛梨町・くしなしちよう

　　７６５-００３１・香川県善通寺市金蔵寺町・こんぞうじちよう

　　７６５-００２１・香川県善通寺市下吉田町・しもよしだちよう

　　７６５-０００３・香川県善通寺市善通寺町（丁目）・ぜんつうじちよう

　　７６５-０００４・香川県善通寺市善通寺町（その他）・ぜんつうじちよう(そのた)

　　７６５-０００１・香川県善通寺市仙遊町・せんゆうちよう

　　７６５-００７２・香川県善通寺市中村町（丁目）・なかむらちよう

　　７６５-００７３・香川県善通寺市中村町（その他）・なかむらちよう(そのた)

　　７６５-００３２・香川県善通寺市原田町・はらだちよう

　　７６５-００６２・香川県善通寺市碑殿町・ひどのちよう

　　７６５-００７１・香川県善通寺市弘田町・ひろたちよう

　　７６５-００１３・香川県善通寺市文京町・ぶんきようちよう

　　７６５-０００２・香川県善通寺市南町・みなみまち

　　７６５-００４０・香川県善通寺市与北町・よぎたちよう

　　７６５-００６１・香川県善通寺市吉原町・よしわらちよう

　　７６８-００００・香川県観音寺市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７６８-００６２・香川県観音寺市有明町・ありあけちよう

　　７６８-００５２・香川県観音寺市粟井町・あわいちよう

　　７６８-００３１・香川県観音寺市池之尻町・いけのしりちよう

　　７６８-００７１・香川県観音寺市伊吹町・いぶきちよう

　　７６８-００１２・香川県観音寺市植田町・うえだちよう

　　７６９-１６１７・香川県観音寺市大野原町青岡・おおのはらちようあおおか

　　７６９-１６２４・香川県観音寺市大野原町有木・おおのはらちようありき

　　７６９-１６２１・香川県観音寺市大野原町井関・おおのはらちよういせき

　　７６９-１６２２・香川県観音寺市大野原町内野々・おおのはらちよううちのの

　　７６９-１６２５・香川県観音寺市大野原町海老済・おおのはらちようえびすくい

　　７６９-１６１１・香川県観音寺市大野原町大野原・おおのはらちようおおのはら

　　７６９-１６２３・香川県観音寺市大野原町田野々・おおのはらちようたのの

　　７６９-１６１２・香川県観音寺市大野原町中姫・おおのはらちようなかひめ

　　７６９-１６１４・香川県観音寺市大野原町萩原・おおのはらちようはぎわら

　　７６９-１６１３・香川県観音寺市大野原町花稲・おおのはらちようはないな

　　７６９-１６１６・香川県観音寺市大野原町福田原・おおのはらちようふくだはら

　　７６９-１６１５・香川県観音寺市大野原町丸井・おおのはらちようまるい

　　７６８-００６０・香川県観音寺市観音寺町・かんおんじちよう

　　７６８-００５１・香川県観音寺市木之郷町・きのごうちよう

　　７６８-００４０・香川県観音寺市柞田町・くにたちよう

　　７６８-００６４・香川県観音寺市琴浪町・ことなみちよう

　　７６８-００７４・香川県観音寺市幸町・さいわいちよう

　　７６８-００７２・香川県観音寺市栄町・さかえまち

　　７６８-００６７・香川県観音寺市坂本町・さかもとちよう

　　７６８-００６３・香川県観音寺市三本松町・さんほﾞんまつちよう

　　７６８-００６９・香川県観音寺市茂木町・しげきちよう

　　７６８-００７３・香川県観音寺市茂西町・しげにしちよう

　　７６８-００１１・香川県観音寺市出作町・しゆつさくちよう

　　７６８-００６６・香川県観音寺市昭和町・しようわちよう

　　７６８-００３３・香川県観音寺市新田町・しんでんちよう

　　７６８-００６５・香川県観音寺市瀬戸町・せとちよう

　　７６８-０００２・香川県観音寺市高屋町・たかやちよう

　　７６８-００６８・香川県観音寺市天神町・てんじんちよう

　　７６９-１６０１・香川県観音寺市豊浜町姫浜・とよはまちようひめはま

　　７６９-１６０４・香川県観音寺市豊浜町箕浦・とよはまちようみのうら

　　７６９-１６０３・香川県観音寺市豊浜町和田・とよはまちようわだ

　　７６９-１６０２・香川県観音寺市豊浜町和田浜・とよはまちようわだはま

　　７６８-００２４・香川県観音寺市中田井町・なかだいちよう

　　７６８-００１４・香川県観音寺市流岡町・ながれおかちよう

　　７６８-００７７・香川県観音寺市凪瀬町・なぎせちよう

　　７６８-００７５・香川県観音寺市西本町・にしほんまち

　　７６８-００３２・香川県観音寺市原町・はらちよう

　　７６８-００２３・香川県観音寺市古川町・ふるかわちよう

　　７６８-００７６・香川県観音寺市港町・みなとまち

　　７６８-００７０・香川県観音寺市南町・みなみまち

　　７６８-００１３・香川県観音寺市村黒町・むらぐろちよう

　　７６８-０００１・香川県観音寺市室本町・むろもとちよう

　　７６８-００２２・香川県観音寺市本大町・もとだいちよう

　　７６８-００６１・香川県観音寺市八幡町・やはたちよう

　　７６８-００２１・香川県観音寺市吉岡町・よしおかちよう

　　７６９-２３００・香川県さぬき市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７６１-０９０４・香川県さぬき市大川町田面・おおかわまちたつﾞら

　　７６１-０９０２・香川県さぬき市大川町富田中・おおかわまちとみだなか



　　７６１-０９０１・香川県さぬき市大川町富田西・ おおかわまちとみだにじ

　　７６１-０９０３・香川県さぬき市大川町富田東・ おおかわまちとみだひがじ

　　７６１-０９０５・香川県さぬき市大川町南川・おおかわまちみなみがわ

　　７６９-２１０３・香川県さぬき市小田・おだ

　　７６９-２１０４・香川県さぬき市鴨部・かべ

　　７６９-２１０２・香川県さぬき市鴨庄・かもしよう

　　７６９-２３２２・香川県さぬき市寒川町石田西・ さんがわまちいしだにじ

　　７６９-２３２１・香川県さぬき市寒川町石田東・ さんがわまちいしだひがじ

　　７６９-２３２３・香川県さぬき市寒川町神前・さんがわまちかんざき

　　７６９-２１０１・香川県さぬき市志度・しど

　　７６９-２３０４・香川県さぬき市昭和・しようわ

　　７６９-２１０５・香川県さぬき市末・すえ

　　７６９-２３１５・香川県さぬき市造田（オレンジタウン）・ぞうた(おれんじたうん)

　　７６９-２３１４・香川県さぬき市造田乙井・ぞうたおとい

　　７６９-２３１２・香川県さぬき市造田是弘・ぞうたこれひろ

　　７６９-２３１３・香川県さぬき市造田野間田・ぞうたのまだ

　　７６９-２３１１・香川県さぬき市造田宮西・ ぞうたみやにじ

　　７６９-２３０６・香川県さぬき市多和・たわ

　　７６９-２４０１・香川県さぬき市津田町津田・つだまちつだ

　　７６９-２４０２・香川県さぬき市津田町鶴羽・つだまちつるわ

　　７６９-２３０２・香川県さぬき市長尾西・ ながおにじ

　　７６９-２３０１・香川県さぬき市長尾東・ ながおひがじ

　　７６９-２３０３・香川県さぬき市長尾名・ながおみよう

　　７６９-２３０５・香川県さぬき市前山・まえやま

　　７６９-２７００・香川県東かがわ市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７６９-２７０３・香川県東かがわ市伊座・いざ

　　７６９-２５２０・香川県東かがわ市馬篠・うましの

　　７６９-２９０２・香川県東かがわ市馬宿・うまやど

　　７６９-２９０８・香川県東かがわ市小海・おうみ

　　７６９-２５１３・香川県東かがわ市大谷・おおたに

　　７６９-２５２１・香川県東かがわ市大内・おおち

　　７６９-２５１２・香川県東かがわ市落合・おちあい

　　７６９-２６０２・香川県東かがわ市川東・ かわひがじ

　　７６９-２９０６・香川県東かがわ市川股・かわまた

　　７６９-２７０４・香川県東かがわ市帰来・きらい

　　７６９-２９０５・香川県東かがわ市黒羽・くれは

　　７６９-２５１１・香川県東かがわ市小磯・こいそ

　　７６９-２５１９・香川県東かがわ市小砂・こざれ

　　７６９-２７１５・香川県東かがわ市五名・ごみよう

　　７６９-２９０４・香川県東かがわ市坂元・さかもと

　　７６９-２６０１・香川県東かがわ市三本松・さんほﾞんまつ

　　７６９-２７０５・香川県東かがわ市白鳥・しろとり

　　７６９-２５１６・香川県東かがわ市土居・どい

　　７６９-２６０５・香川県東かがわ市中筋・なかすじ

　　７６９-２５１８・香川県東かがわ市中山・なかやま

　　７６９-２６０４・香川県東かがわ市西村・にしむら

　　７６９-２７１２・香川県東かがわ市西山・にしやま

　　７６９-２７１４・香川県東かがわ市入野山・にゆうのやま

　　７６９-２７１１・香川県東かがわ市東山・ひがしやま

　　７６９-２９０１・香川県東かがわ市引田・ひけた

　　７６９-２５１５・香川県東かがわ市町田・まちだ

　　７６９-２５１４・香川県東かがわ市松崎・まつさき

　　７６９-２７０２・香川県東かがわ市松原・まつはﾞら

　　７６９-２６０６・香川県東かがわ市水主・ みずじ

　　７６９-２５１７・香川県東かがわ市三殿・みどの

　　７６９-２７０１・香川県東かがわ市湊・みなと

　　７６９-２９０３・香川県東かがわ市南野・みなみの

　　７６９-２６０３・香川県東かがわ市横内・よこうち

　　７６９-２９０７・香川県東かがわ市吉田・よしだ

　　７６９-２７１３・香川県東かがわ市与田山・よだやま

　　７６７-００００・香川県三豊市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７６９-０４０１・香川県三豊市財田町財田上・さいたちようさいたかみ

　　７６９-０４０２・香川県三豊市財田町財田中・さいたちようさいたなか

　　７６７-００１４・香川県三豊市高瀬町上麻・たかせちようかみあさ

　　７６７-００１２・香川県三豊市高瀬町上勝間・たかせちようかみかつま

　　７６７-０００１・香川県三豊市高瀬町上高瀬・たかせちようかみたかせ

　　７６７-００２１・香川県三豊市高瀬町佐股・たかせちようさまた

　　７６７-００１３・香川県三豊市高瀬町下麻・たかせちようしもあさ

　　７６７-００１１・香川県三豊市高瀬町下勝間・たかせちようしもかつま

　　７６７-０００２・香川県三豊市高瀬町新名・たかせちようしんみよう



　　７６７-００２２・香川県三豊市高瀬町羽方・たかせちようはがた

　　７６７-０００４・香川県三豊市高瀬町比地・たかせちようひじ

　　７６７-０００３・香川県三豊市高瀬町比地中・たかせちようひじなか

　　７６９-１１０８・香川県三豊市詫間町粟島・たくまちようあわしま

　　７６９-１１０４・香川県三豊市詫間町大浜・たくまちようおおはま

　　７６９-１１０３・香川県三豊市詫間町香田・たくまちようこうだ

　　７６９-１１０９・香川県三豊市詫間町志々島・たくまちようししじま

　　７６９-１１０１・香川県三豊市詫間町詫間・たくまちようたくま

　　７６９-１１０５・香川県三豊市詫間町積・たくまちようつむ

　　７６９-１１０７・香川県三豊市詫間町生里・たくまちようなまり

　　７６９-１１０６・香川県三豊市詫間町箱・たくまちようはこ

　　７６９-１１０２・香川県三豊市詫間町松崎・たくまちようまつさき

　　７６９-１５０７・香川県三豊市豊中町岡本・とよなかちようおかもと

　　７６９-１５０２・香川県三豊市豊中町笠田笠岡・とよなかちようかさだかさおか

　　７６９-１５０３・香川県三豊市豊中町笠田竹田・とよなかちようかさだたけだ

　　７６９-１５０４・香川県三豊市豊中町上高野・とよなかちようかみだかの

　　７６９-１５０８・香川県三豊市豊中町下高野・とよなかちようしもだかの

　　７６９-１５０１・香川県三豊市豊中町比地大・とよなかちようひじだい

　　７６９-１５０５・香川県三豊市豊中町本山乙・とよなかちようもとやまおつ

　　７６９-１５０６・香川県三豊市豊中町本山甲・とよなかちようもとやまこう

　　７６９-１４１０・香川県三豊市仁尾町家の浦・におちよういえのうら

　　７６９-１４０４・香川県三豊市仁尾町仁尾乙・におちようにおおつ

　　７６９-１４０１・香川県三豊市仁尾町仁尾己・におちようにおき

　　７６９-１４０８・香川県三豊市仁尾町仁尾甲・におちようにおこう

　　７６９-１４０５・香川県三豊市仁尾町仁尾庚・におちようにおこう

　　７６９-１４０６・香川県三豊市仁尾町仁尾辛・におちようにおしん

　　７６９-１４０７・香川県三豊市仁尾町仁尾丁・におちようにおてい

　　７６９-１４０３・香川県三豊市仁尾町仁尾丙・におちようにおへい

　　７６９-１４０２・香川県三豊市仁尾町仁尾戊・におちようにおほﾞ

　　７６７-００３１・香川県三豊市三野町大見・みのちようおおみ

　　７６７-００３２・香川県三豊市三野町下高瀬・みのちようしもたかせ

　　７６７-００３３・香川県三豊市三野町吉津・みのちようよしつﾞ

　　７６８-０１０２・香川県三豊市山本町大野・やまもとちようおおの

　　７６８-０１０４・香川県三豊市山本町神田・やまもとちようこうだ

　　７６８-０１０５・香川県三豊市山本町河内・やまもとちようこうち

　　７６８-０１０３・香川県三豊市山本町財田西・ やまもとちようさいたにじ

　　７６８-０１０１・香川県三豊市山本町辻・やまもとちようつじ

　　７６１-４１００・香川県小豆郡土庄町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７６１-４６６４・香川県小豆郡土庄町伊喜末（小豊島）・いぎすえ(おでしま)

　　７６１-４１３１・香川県小豆郡土庄町伊喜末（その他）・いぎすえ(そのた)

　　７６１-４１４１・香川県小豆郡土庄町馬越・うまごえ

　　７６１-４１３２・香川県小豆郡土庄町小江・おえ

　　７６１-４１４５・香川県小豆郡土庄町大部・おおべ

　　７６１-４１４４・香川県小豆郡土庄町小海・おみ

　　７６１-４１５４・香川県小豆郡土庄町笠滝・かさがだき

　　７６１-４１２２・香川県小豆郡土庄町上庄・かみしよう

　　７６１-４１５２・香川県小豆郡土庄町黒岩・くろいわ

　　７６１-４１５３・香川県小豆郡土庄町小馬越・こうまごえ

　　７６１-４１４６・香川県小豆郡土庄町小部・こべ

　　７６１-４１３４・香川県小豆郡土庄町滝宮・たきのみや

　　７６１-４６６１・香川県小豆郡土庄町豊島家浦・てしまいえうら

　　７６１-４６６２・香川県小豆郡土庄町豊島唐櫃・てしまからと

　　７６１-４６６３・香川県小豆郡土庄町豊島甲生・てしまこう

　　７６１-４１３３・香川県小豆郡土庄町長浜・ながはま

　　７６１-４１５１・香川県小豆郡土庄町肥土山・ひとやま

　　７６１-４１２１・香川県小豆郡土庄町渕崎・ふちざき

　　７６１-４１４３・香川県小豆郡土庄町見目・みめ

　　７６１-４１４２・香川県小豆郡土庄町屋形崎・やかたざき

　　７６１-４１０３・香川県小豆郡土庄町甲、乙（大木戸）・こう､おつ(おおきど)

　　７６１-４１１２・香川県小豆郡土庄町甲、乙（鹿島）・こう､おつ(かしま)

　　７６１-４１１５・香川県小豆郡土庄町甲、乙（小瀬）・こう､おつ(こせ)

　　７６１-４１１４・香川県小豆郡土庄町甲、乙（千軒）・こう､おつ(せんけん)

　　７６１-４１０５・香川県小豆郡土庄町甲、乙（西本町）・こう､おつ(にしほんちよう)

　　７６１-４１１１・香川県小豆郡土庄町甲、乙（東港）・こう､おつ(ひがしみなと)

　　７６１-４１０６・香川県小豆郡土庄町甲、乙（本町）・こう､おつ(ほんちよう)

　　７６１-４１０２・香川県小豆郡土庄町甲、乙（港新町）・こう､おつ(みなとしんまち)

　　７６１-４１１３・香川県小豆郡土庄町甲、乙（柳）・こう､おつ(やなぎ)

　　７６１-４１０４・香川県小豆郡土庄町甲、乙（吉ケ浦）・こう､おつ(よしがうら)

　　７６１-４１０１・香川県小豆郡土庄町甲、乙（その他）・こう､おつ(そのた)

　　７６１-４３００・香川県小豆郡小豆島町・以下に不掲載・いかにふけいさい



　　７６１-４４０３・香川県小豆郡小豆島町当浜・あてはま

　　７６１-４３０１・香川県小豆郡小豆島町池田・いけだ

　　７６１-４４０４・香川県小豆郡小豆島町岩谷・いわがたに

　　７６１-４４２６・香川県小豆郡小豆島町馬木・うまき

　　７６１-４４３１・香川県小豆郡小豆島町片城・かたじよう

　　７６１-４３０７・香川県小豆郡小豆島町蒲野・かまの

　　７６１-４３０２・香川県小豆郡小豆島町蒲生・かもう

　　７６１-４４３３・香川県小豆郡小豆島町神懸通・かんかけどおり

　　７６１-４４１２・香川県小豆郡小豆島町木庄・きのしよう

　　７６１-４４３２・香川県小豆郡小豆島町草壁本町・くさかべほんまち

　　７６１-４３０８・香川県小豆郡小豆島町神浦・こうのうら

　　７６１-４４２５・香川県小豆郡小豆島町坂手・さかて

　　７６１-４４０５・香川県小豆郡小豆島町橘・たちはﾞな

　　７６１-４４２４・香川県小豆郡小豆島町田浦・たのうら

　　７６１-４１５５・香川県小豆郡小豆島町中山（美しの原高原）・なかやま

　　７６１-４１５５・香川県小豆郡小豆島町中山（蛙子鳴滝）・なかやま

　　７６１-４３０３・香川県小豆郡小豆島町中山（その他）・なかやま(そのた)

　　７６１-４４３４・香川県小豆郡小豆島町西村・にしむら

　　７６１-４４２１・香川県小豆郡小豆島町苗羽・のうま

　　７６１-４４０２・香川県小豆郡小豆島町福田・ふくだ

　　７６１-４３０５・香川県小豆郡小豆島町二面・ふたおもて

　　７６１-４４２２・香川県小豆郡小豆島町古江・ふるえ

　　７６１-４４２３・香川県小豆郡小豆島町堀越・ ほりこじ

　　７６１-４３０４・香川県小豆郡小豆島町室生・むろう

　　７６１-４４１１・香川県小豆郡小豆島町安田・やすだ

　　７６１-４４０１・香川県小豆郡小豆島町吉田・よしだ

　　７６１-４３０６・香川県小豆郡小豆島町吉野・よしの

　　７６１-０７００・香川県木田郡三木町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７６１-０６１４・香川県木田郡三木町朝倉・あさくら

　　７６１-０７０１・香川県木田郡三木町池戸・いけのべ

　　７６１-０８２３・香川県木田郡三木町井戸・いど

　　７６１-０７０５・香川県木田郡三木町井上・いのうえ

　　７６１-０８２２・香川県木田郡三木町奥山・おくやま

　　７６１-０８２１・香川県木田郡三木町鹿庭・かにわ

　　７６１-０６１３・香川県木田郡三木町上高岡・かみたかおか

　　７６１-０６１５・香川県木田郡三木町小蓑・こみの

　　７６１-０７０３・香川県木田郡三木町鹿伏・ししぶせ

　　７６１-０７０４・香川県木田郡三木町下高岡・しもたかおか

　　７６１-０６１１・香川県木田郡三木町田中・たなか

　　７６１-０６１２・香川県木田郡三木町氷上・ひかみ

　　７６１-０７０２・香川県木田郡三木町平木・ひらぎ

　　７６１-３１１０・香川県香川郡直島町直島町一円・なおしまちよういちえん

　　７６９-０２００・香川県綾歌郡宇多津町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７６９-０２１０・香川県綾歌郡宇多津町宇多津町の次に番地・つぎにはﾞんち

　　７６９-０２２７・香川県綾歌郡宇多津町岩屋・いわや

　　７６９-０２２２・香川県綾歌郡宇多津町大橋・ おおはじ

　　７６９-０２２６・香川県綾歌郡宇多津町坂下・さかした

　　７６９-０２２３・香川県綾歌郡宇多津町新開・しんがい

　　７６９-０２２５・香川県綾歌郡宇多津町新町・しんまち

　　７６９-０２１１・香川県綾歌郡宇多津町十楽寺・じゆうらくじ

　　７６９-０２１２・香川県綾歌郡宇多津町沼ノ池・ぬまのいけ

　　７６９-０２０１・香川県綾歌郡宇多津町浜一番丁・はま１はﾞんちよう

　　７６９-０２０２・香川県綾歌郡宇多津町浜二番丁・はま２はﾞんちよう

　　７６９-０２０３・香川県綾歌郡宇多津町浜三番丁・はま３はﾞんちよう

　　７６９-０２０４・香川県綾歌郡宇多津町浜四番丁・はま４はﾞんちよう

　　７６９-０２０５・香川県綾歌郡宇多津町浜五番丁・はま５はﾞんちよう

　　７６９-０２０６・香川県綾歌郡宇多津町浜六番丁・はま６はﾞんちよう

　　７６９-０２０７・香川県綾歌郡宇多津町浜七番丁・はま７はﾞんちよう

　　７６９-０２０８・香川県綾歌郡宇多津町浜八番丁・はま８はﾞんちよう

　　７６９-０２０９・香川県綾歌郡宇多津町浜九番丁・はま９はﾞんちよう

　　７６９-０２１３・香川県綾歌郡宇多津町東分・ひがしぶん

　　７６９-０２２４・香川県綾歌郡宇多津町平山・ひらやま

　　７６９-０２２８・香川県綾歌郡宇多津町向山・むかうやま

　　７６９-０２２１・香川県綾歌郡宇多津町吉田・よしだ

　　７６１-２３００・香川県綾歌郡綾川町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７６１-２２０８・香川県綾歌郡綾川町牛川・うしかわ

　　７６１-２３０７・香川県綾歌郡綾川町小野・おの

　　７６１-２３０４・香川県綾歌郡綾川町萱原・かやはら

　　７６１-２３０６・香川県綾歌郡綾川町北・きた

　　７６１-２１０３・香川県綾歌郡綾川町陶・すえ



　　７６１-２１０２・香川県綾歌郡綾川町千疋・せんびき

　　７６１-２２０２・香川県綾歌郡綾川町枌所西・ そぎしよにじ

　　７６１-２２０１・香川県綾歌郡綾川町枌所東・ そぎしよひがじ

　　７６１-２３０５・香川県綾歌郡綾川町滝宮・たきのみや

　　７６１-２２０６・香川県綾歌郡綾川町西分・にしぶん

　　７６１-２１０１・香川県綾歌郡綾川町畑田・はただ

　　７６１-２２０７・香川県綾歌郡綾川町羽床上・はゆかかみ

　　７６１-２３０８・香川県綾歌郡綾川町羽床下・はゆかしも

　　７６１-２２０５・香川県綾歌郡綾川町東分・ひがしぶん

　　７６１-２２０３・香川県綾歌郡綾川町山田上・やまだかみ

　　７６１-２２０４・香川県綾歌郡綾川町山田下・やまだしも

　　７６６-００００・香川県仲多度郡琴平町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７６６-０００４・香川県仲多度郡琴平町榎井・えない

　　７６６-０００６・香川県仲多度郡琴平町上櫛梨・ かみくしなじ

　　７６６-０００２・香川県仲多度郡琴平町琴平町の次に１～４２６番地がくる場合（川東）

　　７６６-０００１・香川県仲多度郡琴平町琴平町の次に４２７番地以降がくる場合（川西）

　　７６６-０００３・香川県仲多度郡琴平町五條・ごじよう

　　７６６-０００７・香川県仲多度郡琴平町下櫛梨・ しもくしなじ

　　７６６-０００５・香川県仲多度郡琴平町苗田・のうだ

　　７６４-００００・香川県仲多度郡多度津町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７６４-００３３・香川県仲多度郡多度津町青木・おおぎ

　　７６４-０００５・香川県仲多度郡多度津町大通り・おおどおり

　　７６４-００３５・香川県仲多度郡多度津町奥白方・おくしらかた

　　７６４-００２８・香川県仲多度郡多度津町葛原・かずはら

　　７６４-０００２・香川県仲多度郡多度津町家中・かちゆう

　　７６４-００２２・香川県仲多度郡多度津町北鴨・きたがも

　　７６４-００１３・香川県仲多度郡多度津町京町・きようまち

　　７６４-００２５・香川県仲多度郡多度津町寿町・ことぶきちよう

　　７６４-００２４・香川県仲多度郡多度津町幸町・さいわいちよう

　　７６４-００１１・香川県仲多度郡多度津町栄町・さかえまち

　　７６４-００１２・香川県仲多度郡多度津町桜川・さくらがわ

　　７６４-００４０・香川県仲多度郡多度津町佐柳・さなぎ

　　７６４-００３１・香川県仲多度郡多度津町庄・しよう

　　７６４-００５０・香川県仲多度郡多度津町高見・たかみ

　　７６４-００２７・香川県仲多度郡多度津町道福寺・どうふくじ

　　７６４-０００４・香川県仲多度郡多度津町仲ノ町・なかのちよう

　　７６４-００３７・香川県仲多度郡多度津町西白方・にししらかた

　　７６４-００１５・香川県仲多度郡多度津町西浜・にしはま

　　７６４-００１７・香川県仲多度郡多度津町西港町・にしみなとまち

　　７６４-００３８・香川県仲多度郡多度津町東白方・ひがししらかた

　　７６４-０００１・香川県仲多度郡多度津町東新町・ひがししんまち

　　７６４-００１６・香川県仲多度郡多度津町東浜・ひがしはま

　　７６４-００１８・香川県仲多度郡多度津町東港町・ひがしみなとまち

　　７６４-０００６・香川県仲多度郡多度津町日の出町・ひのでちよう

　　７６４-００２１・香川県仲多度郡多度津町堀江・ほりえ

　　７６４-００１４・香川県仲多度郡多度津町本通・ほんどおり

　　７６４-００３２・香川県仲多度郡多度津町三井・みい

　　７６４-００３６・香川県仲多度郡多度津町見立・みたち

　　７６４-００２６・香川県仲多度郡多度津町南鴨・みなみがも

　　７６４-０００３・香川県仲多度郡多度津町元町・もとまち

　　７６４-００３４・香川県仲多度郡多度津町山階・やましな

　　７６４-００２３・香川県仲多度郡多度津町若葉町・わかはﾞちよう

　　７６６-００００・香川県仲多度郡まんのう町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７６９-０３１３・香川県仲多度郡まんのう町生間・いかま

　　７６９-０３１５・香川県仲多度郡まんのう町後山・うしろやま

　　７６９-０３１９・香川県仲多度郡まんのう町追上・おいあげ

　　７６９-０３１６・香川県仲多度郡まんのう町大口・おおくち

　　７６９-０３１１・香川県仲多度郡まんのう町買田・かいた

　　７６６-０２０４・香川県仲多度郡まんのう町勝浦・かつうら

　　７６６-０２０３・香川県仲多度郡まんのう町川東・ かわひがじ

　　７６６-００２４・香川県仲多度郡まんのう町神野・かんの

　　７６６-００２６・香川県仲多度郡まんのう町岸上・きしのうえ

　　７６６-００１１・香川県仲多度郡まんのう町公文・くもん

　　７６６-００２７・香川県仲多度郡まんのう町五條・ごじよう

　　７６９-０３０１・香川県仲多度郡まんのう町佐文・さぶみ

　　７６９-０３０２・香川県仲多度郡まんのう町塩入・しおいり

　　７６６-００２１・香川県仲多度郡まんのう町四條・しじよう

　　７６９-０３０３・香川県仲多度郡まんのう町七箇・しちか

　　７６９-０３１７・香川県仲多度郡まんのう町新目・しんめ

　　７６６-００１７・香川県仲多度郡まんのう町炭所西・ すみしよにじ



　　７６６-００１６・香川県仲多度郡まんのう町炭所東・ すみしよひがじ

　　７６６-０２０１・香川県仲多度郡まんのう町造田・そうだ

　　７６６-００１５・香川県仲多度郡まんのう町長尾・ながお

　　７６６-０２０２・香川県仲多度郡まんのう町中通・なかと

　　７６６-００１２・香川県仲多度郡まんのう町西高篠・にしたかしの

　　７６６-００１４・香川県仲多度郡まんのう町羽間・はざま

　　７６６-００１３・香川県仲多度郡まんのう町東高篠・ひがしたかしの

　　７６９-０３１４・香川県仲多度郡まんのう町帆山・ほのやま

　　７６６-００２５・香川県仲多度郡まんのう町真野・まの

　　７６９-０３１２・香川県仲多度郡まんのう町宮田・みやだ

　　７６９-０３１８・香川県仲多度郡まんのう町山脇・やまわき

　　７６６-００２３・香川県仲多度郡まんのう町吉野・よしの

　　７６６-００２２・香川県仲多度郡まんのう町吉野下・よしのしも




