
　　８９０-００００・鹿児島県鹿児島市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８９０-００５４・鹿児島県鹿児島市荒田・あらた

　　８９１-１５４５・鹿児島県鹿児島市有村町・ありむらちよう

　　８９１-１１０７・鹿児島県鹿児島市有屋田町・ありやだちよう

　　８９２-０８０６・鹿児島県鹿児島市池之上町・いけのうえちよう

　　８９０-０００８・鹿児島県鹿児島市伊敷・いしき

　　８９０-０００７・鹿児島県鹿児島市伊敷台・いしきだい

　　８９１-１２０３・鹿児島県鹿児島市伊敷町（４７１０～４７４１)・いしきちよう

　　８９１-１２０３・鹿児島県鹿児島市伊敷町（４７４７～４７６１－３)・いしきちよう

　　８９０-０００３・鹿児島県鹿児島市伊敷町（その他）・いしきちよう(そのた)

　　８９９-２７０１・鹿児島県鹿児島市石谷町・いしだにちよう

　　８９２-０８２２・鹿児島県鹿児島市泉町・いずみちよう

　　８９２-０８０１・鹿児島県鹿児島市稲荷町・いなりちよう

　　８９１-１２０５・鹿児島県鹿児島市犬迫町・いぬざこちよう

　　８９９-３２０６・鹿児島県鹿児島市入佐町（１７３８)・いりさちよう

　　８９９-３２０６・鹿児島県鹿児島市入佐町（１７３９)・いりさちよう

　　８９９-２７０６・鹿児島県鹿児島市入佐町（その他）・いりさちよう(そのた)

　　８９０-００５５・鹿児島県鹿児島市上荒田町・うえあらたちよう

　　８９０-００５２・鹿児島県鹿児島市上之園町・うえのそのちよう

　　８９１-０１１２・鹿児島県鹿児島市魚見町・うおみちよう

　　８９０-００７３・鹿児島県鹿児島市宇宿・うすき

　　８９０-００７４・鹿児島県鹿児島市宇宿町・うすきちよう

　　８９２-０８７６・鹿児島県鹿児島市岡之原町（８３２の２・４）・(８３２の２･４)

　　８９２-０８７６・鹿児島県鹿児島市岡之原町（８５２の３）・(８５２の３)

　　８９１-１２０１・鹿児島県鹿児島市岡之原町（その他）・おかのはらちよう(そのた)

　　８９２-０８１７・鹿児島県鹿児島市小川町・おがわちよう

　　８９０-００２１・鹿児島県鹿児島市小野・おの

　　８９１-１２２２・鹿児島県鹿児島市小野町（４７８４～５１１８)・おのちよう

　　８９０-００２２・鹿児島県鹿児島市小野町（その他）・おのちよう(そのた)

　　８９１-０１１１・鹿児島県鹿児島市小原町・おはﾞらちよう

　　８９１-０１２３・鹿児島県鹿児島市卸本町・おろしほんまち

　　８９２-０８４６・鹿児島県鹿児島市加治屋町・かじやちよう

　　８９２-０８０４・鹿児島県鹿児島市春日町・かすがちよう

　　８９２-０８５１・鹿児島県鹿児島市上竜尾町・かみたつおちよう

　　８９９-２７０３・鹿児島県鹿児島市上谷口町・かみたにぐちちよう

　　８９１-０１１６・鹿児島県鹿児島市上福元町・かみふくもとちよう

　　８９２-０８１８・鹿児島県鹿児島市上本町・かみほんまち

　　８９０-００６３・鹿児島県鹿児島市鴨池・かもいけ

　　８９０-００６４・鹿児島県鹿児島市鴨池新町・かもいけしんまち

　　８９１-１２７５・鹿児島県鹿児島市川上町（３６４９)、・かわかみちよう

　　８９１-１２７５・鹿児島県鹿児島市川上町（３６６１)、・かわかみちよう

　　８９１-１２７５・鹿児島県鹿児島市川上町（３６６７)、・かわかみちよう

　　８９１-１２７５・鹿児島県鹿児島市川上町（３６６９－４)、・かわかみちよう

　　８９１-１２７５・鹿児島県鹿児島市川上町（３６７１)、・かわかみちよう

　　８９１-１２７５・鹿児島県鹿児島市川上町（３６７２)、・かわかみちよう

　　８９１-１２７５・鹿児島県鹿児島市川上町（３６７４)、・かわかみちよう

　　８９１-１２７５・鹿児島県鹿児島市川上町（３７０１)、・かわかみちよう

　　８９１-１２７５・鹿児島県鹿児島市川上町（３７０４)、・かわかみちよう

　　８９１-１２７５・鹿児島県鹿児島市川上町（３７２３－３)、・かわかみちよう

　　８９１-１２７５・鹿児島県鹿児島市川上町（４１２８)、・かわかみちよう

　　８９１-１２７５・鹿児島県鹿児島市川上町（４１３２)、・かわかみちよう

　　８９１-１２７５・鹿児島県鹿児島市川上町（４１３３)、・かわかみちよう

　　８９１-１２７５・鹿児島県鹿児島市川上町（４１３８)・かわかみちよう

　　８９１-１２７５・鹿児島県鹿児島市川上町（４２０３)・かわかみちよう

　　８９１-１２７５・鹿児島県鹿児島市川上町（４２０９)・かわかみちよう

　　８９１-１２７５・鹿児島県鹿児島市川上町（４２１５)・かわかみちよう

　　８９１-１２７５・鹿児島県鹿児島市川上町（４２３６－１)・かわかみちよう

　　８９１-１２７５・鹿児島県鹿児島市川上町（４２３８)・かわかみちよう

　　８９１-１２７５・鹿児島県鹿児島市川上町（４２４１)・かわかみちよう

　　８９１-１２７５・鹿児島県鹿児島市川上町（４２４２)・かわかみちよう

　　８９１-１２７５・鹿児島県鹿児島市川上町（４２４４)・かわかみちよう

　　８９２-０８７５・鹿児島県鹿児島市川上町（その他）・かわかみちよう(そのた)

　　８９１-１１０３・鹿児島県鹿児島市川田町・かわだちよう

　　８９１-０２０１・鹿児島県鹿児島市喜入瀬々串町・きいれせせくしちよう

　　８９１-０２０２・鹿児島県鹿児島市喜入中名町・きいれなかみようちよう

　　８９１-０２０６・鹿児島県鹿児島市喜入生見町・きいれぬくみちよう

　　８９１-０２０４・鹿児島県鹿児島市喜入一倉町・きいれひとくらちよう

　　８９１-０２０５・鹿児島県鹿児島市喜入前之浜町・きいれまえのはまちよう

　　８９１-０２０３・鹿児島県鹿児島市喜入町・きいれちよう

　　８９１-０１０７・鹿児島県鹿児島市希望ケ丘町・きほﾞうがおかちよう

鹿児島県地名一覧(郵便番号付)・　オフライン検索可・検索入力は　Ctrl+f 　 http://tainak.jp/

http://tainak.jp


　　８９１-０１４５・鹿児島県鹿児島市錦江台・きんこうだい

　　８９２-０８３６・鹿児島県鹿児島市錦江町・きんこうちよう

　　８９２-０８２８・鹿児島県鹿児島市金生町・きんせいちよう

　　８９２-０８０３・鹿児島県鹿児島市祇園之洲町・ぎおんのすちよう

　　８９１-１５０１・鹿児島県鹿児島市黒神町（枦ノ木ケ谷）・(はぜのきがだに)

　　８９１-１４０１・鹿児島県鹿児島市黒神町（その他）・くろかみちよう(そのた)

　　８９１-１２０４・鹿児島県鹿児島市花野光ケ丘・けのひかりがおか

　　８９２-０８３７・鹿児島県鹿児島市甲突町・こうつきちよう

　　８９１-０１０３・鹿児島県鹿児島市皇徳寺台・こうとくじだい

　　８９１-１４０２・鹿児島県鹿児島市高免町・こうめんちよう

　　８９０-００３８・鹿児島県鹿児島市向陽・こうよう

　　８９０-００５１・鹿児島県鹿児島市高麗町・こうらいちよう

　　８９０-００６５・鹿児島県鹿児島市郡元・こおりもと

　　８９０-００８４・鹿児島県鹿児島市郡元町・こおりもとちよう

　　８９１-１１０８・鹿児島県鹿児島市郡山岳町・こおりやまたけまち

　　８９１-１１０５・鹿児島県鹿児島市郡山町・こおりやまちよう

　　８９１-０１０１・鹿児島県鹿児島市五ケ別府町・ごかべつふﾟちよう

　　８９２-０８２６・鹿児島県鹿児島市呉服町・ごふくまち

　　８９１-０１１４・鹿児島県鹿児島市小松原・こまつはﾞら

　　８９９-２５３１・鹿児島県鹿児島市小山田町（５１９９)・こやまだちよう

　　８９９-２５３１・鹿児島県鹿児島市小山田町（５２００)・こやまだちよう

　　８９９-２５３１・鹿児島県鹿児島市小山田町（５２０５)・こやまだちよう

　　８９１-１２３１・鹿児島県鹿児島市小山田町（その他）・こやまだちよう(そのた)

　　８９１-０１５０・鹿児島県鹿児島市坂之上・さかのうえ

　　８９２-０８６２・鹿児島県鹿児島市坂元町・さかもとちよう

　　８９１-０１７５・鹿児島県鹿児島市桜ケ丘（１～６丁目）・さくらがおか(１-６)

　　８９０-００７５・鹿児島県鹿児島市桜ケ丘（７、８丁目）・さくらがおか(７､８)

　　８９１-１４２０・鹿児島県鹿児島市桜島赤水町・さくらじまあかみずちよう

　　８９１-１４１７・鹿児島県鹿児島市桜島赤生原町・さくらじまあこうはﾞるちよう

　　８９１-１４１８・鹿児島県鹿児島市桜島小池町・さくらじまこいけちよう

　　８９１-１４１４・鹿児島県鹿児島市桜島西道町・さくらじまさいどうちよう

　　８９１-１４１１・鹿児島県鹿児島市桜島白浜町・さくらじましらはまちよう

　　８９１-１４１６・鹿児島県鹿児島市桜島武町・さくらじまたけちよう

　　８９１-１４１５・鹿児島県鹿児島市桜島藤野町・さくらじまふじのちよう

　　８９１-１４１２・鹿児島県鹿児島市桜島二俣町・さくらじまふたまたちよう

　　８９１-１４１３・鹿児島県鹿児島市桜島松浦町・さくらじままつうらちよう

　　８９１-１４１９・鹿児島県鹿児島市桜島横山町・さくらじまよこやまちよう

　　８９０-００７１・鹿児島県鹿児島市三和町・さんわちよう

　　８９１-０１４６・鹿児島県鹿児島市慈眼寺町・じげんじちよう

　　８９２-０８０２・鹿児島県鹿児島市清水町・しみずちよう

　　８９０-００５６・鹿児島県鹿児島市下荒田・しもあらた

　　８９０-０００５・鹿児島県鹿児島市下伊敷・しもいしき

　　８９０-０００４・鹿児島県鹿児島市下伊敷町・しもいしきちよう

　　８９２-０８７３・鹿児島県鹿児島市下田町・しもたちよう

　　８９２-０８５２・鹿児島県鹿児島市下竜尾町・しもたつおちよう

　　８９１-０１４４・鹿児島県鹿児島市下福元町・しもふくもとちよう

　　８９１-０１０６・鹿児島県鹿児島市自由ケ丘・じゆうがおか

　　８９０-００４１・鹿児島県鹿児島市城西・じようせい

　　８９２-０８３５・鹿児島県鹿児島市城南町・じようなんちよう

　　８９９-２７０７・鹿児島県鹿児島市松陽台町・しようようだいちよう

　　８９０-００１３・鹿児島県鹿児島市城山（１丁目）・しろやま(１)

　　８９２-０８１３・鹿児島県鹿児島市城山（２丁目）・しろやま(２)

　　８９２-０８５３・鹿児島県鹿児島市城山町・しろやまちよう

　　８９０-００７２・鹿児島県鹿児島市新栄町・しんえいちよう

　　８９１-１４０３・鹿児島県鹿児島市新島町・しんじまちよう

　　８９０-００１６・鹿児島県鹿児島市新照院町・しんしよういんちよう

　　８９２-０８３２・鹿児島県鹿児島市新町・しんまち

　　８９２-０８３８・鹿児島県鹿児島市新屋敷町・しんやしきちよう

　　８９２-０８２３・鹿児島県鹿児島市住吉町・すみよしちよう

　　８９０-００３２・鹿児島県鹿児島市西陵・せいりよう

　　８９１-０１０９・鹿児島県鹿児島市清和・せいわ

　　８９２-０８４３・鹿児島県鹿児島市千日町・せんにちちよう

　　８９０-０００１・鹿児島県鹿児島市千年・せんねん

　　８９０-００１４・鹿児島県鹿児島市草牟田・そうむた

　　８９０-００１５・鹿児島県鹿児島市草牟田町・そうむたちよう

　　８９２-０８２５・鹿児島県鹿児島市大黒町・だいこくちよう

　　８９２-０８７２・鹿児島県鹿児島市大明丘・だいみようがおか

　　８９２-０８０５・鹿児島県鹿児島市大竜町・だいりゆうちよう

　　８９０-００４３・鹿児島県鹿児島市鷹師・ たかじ

　　８９０-００３４・鹿児島県鹿児島市田上・たがみ



　　８９０-００３６・鹿児島県鹿児島市田上台・たがみだい

　　８９０-００３５・鹿児島県鹿児島市田上町・たがみちよう

　　８９０-００４５・鹿児島県鹿児島市武・たけ

　　８９０-００３１・鹿児島県鹿児島市武岡・たけおか

　　８９１-０１３１・鹿児島県鹿児島市谷山港・たにやまこう

　　８９１-０１４１・鹿児島県鹿児島市谷山中央・たにやまちゆうおう

　　８９０-００１１・鹿児島県鹿児島市玉里団地（１丁目）・たまざとだんち(１)

　　８９２-０８１１・鹿児島県鹿児島市玉里団地（２、３丁目）・たまざとだんち(２､３)

　　８９０-００１２・鹿児島県鹿児島市玉里町・たまざとちよう

　　８９０-００７６・鹿児島県鹿児島市中央港新町・ちゆうおうこうしんまち

　　８９０-００５３・鹿児島県鹿児島市中央町・ちゆうおうちよう

　　８９１-０１０８・鹿児島県鹿児島市中山・ちゆうざん

　　８９１-０１０５・鹿児島県鹿児島市中山町・ちゆうざんちよう

　　８９２-０８０７・鹿児島県鹿児島市皷川町・つつﾞみがわちよう

　　８９２-０８４５・鹿児島県鹿児島市樋之口町・てのくちちよう

　　８９２-０８４１・鹿児島県鹿児島市照国町・てるくにちよう

　　８９０-００６１・鹿児島県鹿児島市天保山町・てんほﾟざんちよう

　　８９１-０１１５・鹿児島県鹿児島市東開町・とうかいちよう

　　８９０-００４７・鹿児島県鹿児島市常盤・ときわ

　　８９０-００４４・鹿児島県鹿児島市常盤町・ときわちよう

　　８９０-００８１・鹿児島県鹿児島市唐湊・とそ

　　８９９-２７０５・鹿児島県鹿児島市直木町・なおきちよう

　　８９２-０８２７・鹿児島県鹿児島市中町・なかまち

　　８９２-０８５４・鹿児島県鹿児島市長田町・ながたちよう

　　８９０-００２３・鹿児島県鹿児島市永吉・ ながよじ

　　８９１-０１３２・鹿児島県鹿児島市七ツ島・ななつじま

　　８９１-０１２２・鹿児島県鹿児島市南栄・なんえい

　　８９２-０８３４・鹿児島県鹿児島市南林寺町・なんりんじちよう

　　８９０-０００２・鹿児島県鹿児島市西伊敷（１～４丁目）・にしいしき

　　８９１-１２０２・鹿児島県鹿児島市西伊敷（５～７丁目）・にしいしき(５-７)

　　８９２-０８６３・鹿児島県鹿児島市西坂元町・にしさかもとちよう

　　８９１-１３０１・鹿児島県鹿児島市西佐多町・にしさたちよう

　　８９２-０８４７・鹿児島県鹿児島市西千石町・にしせんごくちよう

　　８９０-００４６・鹿児島県鹿児島市西田・にしだ

　　８９１-０１１７・鹿児島県鹿児島市西谷山・にしたにやま

　　８９０-００３３・鹿児島県鹿児島市西別府町・にしべつふﾟちよう

　　８９１-１１０６・鹿児島県鹿児島市西俣町・にしまたちよう

　　８９０-００８３・鹿児島県鹿児島市西紫原町・にしむらさきはﾞるちよう

　　８９１-１５４１・鹿児島県鹿児島市野尻町・のじりちよう

　　８９１-１１０１・鹿児島県鹿児島市花尾町・はなおまち

　　８９２-０８１２・鹿児島県鹿児島市浜町・はままち

　　８９０-００２６・鹿児島県鹿児島市原良・はらら

　　８９０-００２５・鹿児島県鹿児島市原良町・はららちよう

　　８９９-２７０４・鹿児島県鹿児島市春山町・はるやまちよう

　　８９０-００６８・鹿児島県鹿児島市東郡元町・ひがしこおりもとちよう

　　８９２-０８６１・鹿児島県鹿児島市東坂元・ひがしさかもと

　　８９１-１５４３・鹿児島県鹿児島市東桜島町・ひがしさくらじまちよう

　　８９１-１３０２・鹿児島県鹿児島市東佐多町・ひがしさたちよう

　　８９２-０８４２・鹿児島県鹿児島市東千石町・ひがしせんごくちよう

　　８９１-０１１３・鹿児島県鹿児島市東谷山・ひがしたにやま

　　８９１-１１０２・鹿児島県鹿児島市東俣町・ひがしまたちよう

　　８９１-０１５１・鹿児島県鹿児島市光山・ひかりやま

　　８９０-００８６・鹿児島県鹿児島市日之出町・ひのでちよう

　　８９２-０８５５・鹿児島県鹿児島市冷水町・ひやみずちよう

　　８９１-０１３３・鹿児島県鹿児島市平川町・ひらかわちよう

　　８９９-２７０９・鹿児島県鹿児島市平田町・ひらたちよう

　　８９２-０８４８・鹿児島県鹿児島市平之町・ひらのちよう

　　８９０-００３７・鹿児島県鹿児島市広木・ひろき

　　８９９-２７０２・鹿児島県鹿児島市福山町・ふくやまちよう

　　８９２-０８３１・鹿児島県鹿児島市船津町・ふなつちよう

　　８９１-１５４４・鹿児島県鹿児島市古里町・ふるさとちよう

　　８９１-０１０２・鹿児島県鹿児島市星ケ峯・ほしがみね

　　８９２-０８２４・鹿児島県鹿児島市堀江町・ほりえちよう

　　８９２-０８１４・鹿児島県鹿児島市本港新町・ほんこうしんまち

　　８９１-１３０３・鹿児島県鹿児島市本城町・ほんじようちよう

　　８９１-１３０４・鹿児島県鹿児島市本名町・ほんみようちよう

　　８９０-００６６・鹿児島県鹿児島市真砂町・まさごちよう

　　８９０-００６７・鹿児島県鹿児島市真砂本町・まさごほんまち

　　８９２-０８３３・鹿児島県鹿児島市松原町・まつはﾞらちよう

　　８９２-０８７４・鹿児島県鹿児島市緑ヶ丘町（１～３４)・みどりがおかちよう



　　８９１-１２７４・鹿児島県鹿児島市緑ヶ丘町（３５番以降）・(３５はﾞんいこう)

　　８９０-００６９・鹿児島県鹿児島市南郡元町・みなみこおりもとちよう

　　８９０-００８５・鹿児島県鹿児島市南新町・みなみしんまち

　　８９１-１２０６・鹿児島県鹿児島市皆与志町・みなよしちよう

　　８９１-１３０５・鹿児島県鹿児島市宮之浦町・みやのうらちよう

　　８９０-００８２・鹿児島県鹿児島市紫原・むらさきはﾞる

　　８９１-１３０６・鹿児島県鹿児島市牟礼岡・むれがおか

　　８９２-０８２１・鹿児島県鹿児島市名山町・めいざんちよう

　　８９０-００２４・鹿児島県鹿児島市明和・めいわ

　　８９１-１５４２・鹿児島県鹿児島市持木町・もちきちよう

　　８９０-００４２・鹿児島県鹿児島市薬師・ やくじ

　　８９２-０８１５・鹿児島県鹿児島市易居町・やすいちよう

　　８９２-０８１９・鹿児島県鹿児島市柳町・やなぎまち

　　８９２-０８１６・鹿児島県鹿児島市山下町・やましたちよう

　　８９１-０１０４・鹿児島県鹿児島市山田町・やまだちよう

　　８９２-０８４４・鹿児島県鹿児島市山之口町・やまのくちちよう

　　８９１-１１０４・鹿児島県鹿児島市油須木町・ゆすきちよう

　　８９２-０８７７・鹿児島県鹿児島市吉野・よしの

　　８９２-０８７１・鹿児島県鹿児島市吉野町・よしのちよう

　　８９０-００６２・鹿児島県鹿児島市与次郎・よじろう

　　８９９-２７０８・鹿児島県鹿児島市四元町・よつもとちよう

　　８９０-０００６・鹿児島県鹿児島市若葉町・わかはﾞちよう

　　８９１-０１４３・鹿児島県鹿児島市和田・わだ

　　８９３-００００・鹿児島県鹿屋市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８９３-１１０１・鹿児島県鹿屋市吾平町上名・あいらちようかみみよう

　　８９３-１１０２・鹿児島県鹿屋市吾平町下名・あいらちようしもみよう

　　８９３-１１０３・鹿児島県鹿屋市吾平町麓・あいらちようふもと

　　８９３-００２２・鹿児島県鹿屋市旭原町・あさひはﾞるちよう

　　８９３-０００４・鹿児島県鹿屋市朝日町・あさひまち

　　８９１-２３０１・鹿児島県鹿屋市有武町・ありたけちよう

　　８９３-００３５・鹿児島県鹿屋市飯隈町・いいくまちよう

　　８９３-００４２・鹿児島県鹿屋市池園町・いけぞのちよう

　　８９３-００５７・鹿児島県鹿屋市今坂町・いまさかちよう

　　８９３-００５６・鹿児島県鹿屋市上野町・うえのちよう

　　８９３-００１１・鹿児島県鹿屋市打馬・うつま

　　８９３-００１２・鹿児島県鹿屋市王子町・おうじちよう

　　８９３-００５１・鹿児島県鹿屋市大姶良町・おおあいらちよう

　　８９３-００６７・鹿児島県鹿屋市大浦町・おおうらちよう

　　８９３-０００９・鹿児島県鹿屋市大手町・おおてまち

　　８９１-２３０２・鹿児島県鹿屋市小薄町・おすきちよう

　　８９１-２３１２・鹿児島県鹿屋市小野原町・おのはﾞるちよう

　　８９１-２３０３・鹿児島県鹿屋市海道町・かいどうちよう

　　８９３-００２３・鹿児島県鹿屋市笠之原町・かさのはらちよう

　　８９３-０１３１・鹿児島県鹿屋市上高隈町・かみたかくまちよう

　　８９３-００６１・鹿児島県鹿屋市上谷町・かみだにちよう

　　８９３-００２７・鹿児島県鹿屋市上祓川町・かみはらいがわちよう

　　８９３-００３２・鹿児島県鹿屋市川西町・かわにしちよう

　　８９３-００３１・鹿児島県鹿屋市川東町・かわひがしちよう

　　８９３-０００７・鹿児島県鹿屋市北田町・きただちよう

　　８９９-８５１１・鹿児島県鹿屋市輝北町市成・きほくちよういちなり

　　８９３-０２０１・鹿児島県鹿屋市輝北町上百引・きほくちようかみもびき

　　８９３-０２０２・鹿児島県鹿屋市輝北町下百引・きほくちようしももびき

　　８９９-８５１２・鹿児島県鹿屋市輝北町諏訪原・きほくちようすわはﾞら

　　８９３-０２０３・鹿児島県鹿屋市輝北町平房・きほくちようひらほﾞう

　　８９３-０００５・鹿児島県鹿屋市共栄町・きようえいちよう

　　８９３-１６０２・鹿児島県鹿屋市串良町有里・くしらちようありさと

　　８９３-１６０３・鹿児島県鹿屋市串良町岡崎・くしらちようおかさき

　　８９３-１６０５・鹿児島県鹿屋市串良町上小原・くしらちようかみおはﾞる

　　８９３-１６０４・鹿児島県鹿屋市串良町下小原・くしらちようしもおはﾞる

　　８９３-１６０１・鹿児島県鹿屋市串良町細山田・くしらちようほそやまだ

　　８９３-００６５・鹿児島県鹿屋市郷之原町・ごうのはらちよう

　　８９３-０００１・鹿児島県鹿屋市古前城町・こせんじようちよう

　　８９３-００１４・鹿児島県鹿屋市寿・ことぶき

　　８９３-００４４・鹿児島県鹿屋市獅子目町・ししめちよう

　　８９３-０１３２・鹿児島県鹿屋市下高隈町・しもたかくまちよう

　　８９３-００２４・鹿児島県鹿屋市下祓川町・しもはらいがわちよう

　　８９３-００４７・鹿児島県鹿屋市下堀町・しもほりちよう

　　８９３-００１６・鹿児島県鹿屋市白崎町・しらさきちよう

　　８９１-２３１１・鹿児島県鹿屋市白水町・しろみずちよう

　　８９３-００６３・鹿児島県鹿屋市新栄町・しんえいちよう



　　８９３-００１５・鹿児島県鹿屋市新川町・しんかわちよう

　　８９３-００６２・鹿児島県鹿屋市新生町・しんせいちよう

　　８９３-０００３・鹿児島県鹿屋市曽田町・そだちよう

　　８９３-００５４・鹿児島県鹿屋市高須町・たかすちよう

　　８９３-００６６・鹿児島県鹿屋市高牧町・たかまきちよう

　　８９３-００３７・鹿児島県鹿屋市田崎町・たさきちよう

　　８９３-００４５・鹿児島県鹿屋市田淵町・たぶちちよう

　　８９１-２３１３・鹿児島県鹿屋市天神町・てんじんちよう

　　８９３-００５２・鹿児島県鹿屋市永小原町・ながおはﾞるちよう

　　８９３-００３３・鹿児島県鹿屋市永野田町・ながのだちよう

　　８９３-００３４・鹿児島県鹿屋市名貫町・なぬきちよう

　　８９３-０００８・鹿児島県鹿屋市西大手町・にしおおてまち

　　８９３-００６４・鹿児島県鹿屋市西原・にしはら

　　８９３-００２５・鹿児島県鹿屋市西祓川町・にしはらいがわちよう

　　８９１-２３０５・鹿児島県鹿屋市根木原町・ねぎはﾞるちよう

　　８９３-００５５・鹿児島県鹿屋市野里町・のざとちよう

　　８９３-００３６・鹿児島県鹿屋市萩塚町・はぎつかちよう

　　８９１-２３０４・鹿児島県鹿屋市花岡町・はなおかちよう

　　８９１-２３０６・鹿児島県鹿屋市花里町・はなざとちよう

　　８９３-００５３・鹿児島県鹿屋市浜田町・はまだちよう

　　８９３-００２６・鹿児島県鹿屋市祓川町・はらいがわちよう

　　８９３-００２１・鹿児島県鹿屋市東原町・ひがしはﾞるちよう

　　８９３-００１３・鹿児島県鹿屋市札元・ふだもと

　　８９１-２３１４・鹿児島県鹿屋市船間町・ふなまちよう

　　８９１-２３２１・鹿児島県鹿屋市古江町・ふるえちよう

　　８９１-２３２２・鹿児島県鹿屋市古里町・ふるさとちよう

　　８９３-００４１・鹿児島県鹿屋市星塚町・ほしつﾞかちよう

　　８９３-０００２・鹿児島県鹿屋市本町・ほんまち

　　８９３-００４３・鹿児島県鹿屋市南町・みなみちよう

　　８９３-０００６・鹿児島県鹿屋市向江町・むかえちよう

　　８９３-００４６・鹿児島県鹿屋市横山町・よこやまちよう

　　８９８-００００・鹿児島県枕崎市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８９８-００８０・鹿児島県枕崎市あけぼの町・あけほﾞのちよう

　　８９８-０００８・鹿児島県枕崎市旭町・あさひまち

　　８９８-０００６・鹿児島県枕崎市泉町・いずみまち

　　８９８-００８４・鹿児島県枕崎市板敷西町・いたしきにしまち

　　８９８-００８２・鹿児島県枕崎市板敷本町・いたしきほんまち

　　８９８-００８３・鹿児島県枕崎市板敷南町・いたしきみなみまち

　　８９８-００５２・鹿児島県枕崎市岩崎町・いわさきちよう

　　８９８-００５８・鹿児島県枕崎市岩戸町・いわどちよう

　　８９８-０００９・鹿児島県枕崎市恵比須町・えびすちよう

　　８９８-００２６・鹿児島県枕崎市大塚北町・おおつかきたまち

　　８９８-００２８・鹿児島県枕崎市大塚中町・おおつかなかまち

　　８９８-００２７・鹿児島県枕崎市大塚西町・おおつかにしまち

　　８９８-００２９・鹿児島県枕崎市大塚南町・おおつかみなみまち

　　８９８-０００３・鹿児島県枕崎市折口町・おりぐちちよう

　　８９８-００５４・鹿児島県枕崎市鹿篭麓町・かごふもとまち

　　８９８-００４４・鹿児島県枕崎市春日町・かすがちよう

　　８９８-００９８・鹿児島県枕崎市茅野町・かやのちよう

　　８９８-００５７・鹿児島県枕崎市木原町・きはらちよう

　　８９８-００６６・鹿児島県枕崎市清水町・きよみずまち

　　８９８-００７６・鹿児島県枕崎市金山町・きんざんちよう

　　８９８-００７４・鹿児島県枕崎市金山西町・きんざんにしまち

　　８９８-００８８・鹿児島県枕崎市国見町・くにみちよう

　　８９８-００９９・鹿児島県枕崎市小塚町・こつかちよう

　　８９８-００６２・鹿児島県枕崎市寿町・ことぶきちよう

　　８９８-００５３・鹿児島県枕崎市木場町・こはﾞちよう

　　８９８-００９４・鹿児島県枕崎市駒水町・こまみずちよう

　　８９８-００３８・鹿児島県枕崎市栄中町・さかえなかまち

　　８９８-００３７・鹿児島県枕崎市栄本町・さかえほんまち

　　８９８-００１８・鹿児島県枕崎市桜木町・さくらぎちよう

　　８９８-００７３・鹿児島県枕崎市桜山上町・さくらやまかみまち

　　８９８-００６１・鹿児島県枕崎市桜山町・さくらやまちよう

　　８９８-００５５・鹿児島県枕崎市桜山西町・さくらやまにしまち

　　８９８-００６５・鹿児島県枕崎市桜山東町・さくらやまひがしまち

　　８９８-００６４・鹿児島県枕崎市桜山本町・さくらやまほんまち

　　８９８-００９７・鹿児島県枕崎市里町・さとまち

　　８９８-０００２・鹿児島県枕崎市汐見町・しおみちよう

　　８９８-００４１・鹿児島県枕崎市塩屋北町・しおやきたまち

　　８９８-００４２・鹿児島県枕崎市塩屋南町・しおやみなみまち



　　８９８-００９５・鹿児島県枕崎市下松町・しもまつちよう

　　８９８-００８９・鹿児島県枕崎市白沢北町・しらさわきたまち

　　８９８-００９２・鹿児島県枕崎市白沢西町・しらさわにしまち

　　８９８-００９１・鹿児島県枕崎市白沢東町・しらさわひがしまち

　　８９８-０００７・鹿児島県枕崎市新町・しんまち

　　８９８-００１７・鹿児島県枕崎市住吉町・すみよしちよう

　　８９８-００８７・鹿児島県枕崎市瀬戸町・せとちよう

　　８９８-００４７・鹿児島県枕崎市園見西町・そのみにしまち

　　８９８-００４６・鹿児島県枕崎市園見本町・そのみほんまち

　　８９８-００１６・鹿児島県枕崎市高見町・たかみちよう

　　８９８-００４５・鹿児島県枕崎市立神北町・たてがみきたまち

　　８９８-００２５・鹿児島県枕崎市立神本町・たてがみほんまち

　　８９８-００７５・鹿児島県枕崎市田布川町・たぶがわちよう

　　８９８-００５１・鹿児島県枕崎市中央町・ちゆうおうちよう

　　８９８-００１２・鹿児島県枕崎市千代田町・ちよだちよう

　　８９８-００８１・鹿児島県枕崎市豊留町・とよとめまち

　　８９８-０００５・鹿児島県枕崎市中町・なかまち

　　８９８-００２４・鹿児島県枕崎市西鹿篭・にしかご

　　８９８-００１５・鹿児島県枕崎市西本町・にしほんまち

　　８９８-００９３・鹿児島県枕崎市仁田浦町・にたうらちよう

　　８９８-００２１・鹿児島県枕崎市東鹿篭・ひがしかご

　　８９８-００１４・鹿児島県枕崎市東本町・ひがしほんまち

　　８９８-００４３・鹿児島県枕崎市火之神北町・ひのかみきたまち

　　８９８-００４８・鹿児島県枕崎市火之神町・ひのかみちよう

　　８９８-００４９・鹿児島県枕崎市火之神岬町・ひのかみみさきちよう

　　８９８-００３４・鹿児島県枕崎市日之出町・ひのでちよう

　　８９８-００３５・鹿児島県枕崎市平田町・ひらたまち

　　８９８-００３２・鹿児島県枕崎市別府・べつふﾟ

　　８９８-００８６・鹿児島県枕崎市別府西町・べつふﾟにしまち

　　８９８-００８５・鹿児島県枕崎市別府東町・べつふﾟひがしまち

　　８９８-００９６・鹿児島県枕崎市まかや町・まかやまち

　　８９８-００３１・鹿児島県枕崎市枕崎・まくらざき

　　８９８-０００１・鹿児島県枕崎市松之尾町・まつのおちよう

　　８９８-００７２・鹿児島県枕崎市道野町・みちのちよう

　　８９８-００１１・鹿児島県枕崎市緑町・みどりまち

　　８９８-０００４・鹿児島県枕崎市港町・みなとまち

　　８９８-００５６・鹿児島県枕崎市美原町・みはらまち

　　８９８-００２２・鹿児島県枕崎市宮田町・みやたちよう

　　８９８-００３３・鹿児島県枕崎市宮前町・みやまえちよう

　　８９８-００７１・鹿児島県枕崎市美山町・みやまちよう

　　８９８-００６３・鹿児島県枕崎市妙見町・みようけんまち

　　８９８-００３６・鹿児島県枕崎市明和町・めいわちよう

　　８９８-００１３・鹿児島県枕崎市山手町・やまてちよう

　　８９８-００２３・鹿児島県枕崎市若葉町・わかはﾞちよう

　　８９９-１６００・鹿児島県阿久根市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８９９-１６１１・鹿児島県阿久根市赤瀬川・あかせがわ

　　８９９-１７４１・鹿児島県阿久根市大川・おおかわ

　　８９９-１６２４・鹿児島県阿久根市大丸町・おおまるちよう

　　８９９-１６０１・鹿児島県阿久根市折口・おりぐち

　　８９９-１６１５・鹿児島県阿久根市琴平町・ことひらちよう

　　８９９-１６１６・鹿児島県阿久根市栄町・さかえまち

　　８９９-１６２８・鹿児島県阿久根市塩鶴町・しおつるちよう

　　８９９-１６２９・鹿児島県阿久根市塩浜町・しおはまちよう

　　８９９-１６１３・鹿児島県阿久根市新町・しんまち

　　８９９-１６２２・鹿児島県阿久根市高松町・たかまつちよう

　　８９９-１６０２・鹿児島県阿久根市多田・ただ

　　８９９-１６０３・鹿児島県阿久根市鶴川内・つるがわうち

　　８９９-１６２６・鹿児島県阿久根市鶴見町・つるみちよう

　　８９９-１６２７・鹿児島県阿久根市西目・にしめ

　　８９９-１６１７・鹿児島県阿久根市浜町・はままち

　　８９９-１６２５・鹿児島県阿久根市波留・はる

　　８９９-１６１４・鹿児島県阿久根市晴海町・はるみちよう

　　８９９-１６２１・鹿児島県阿久根市本町・ほんまち

　　８９９-１６１２・鹿児島県阿久根市丸尾町・まるおちよう

　　８９９-１６２３・鹿児島県阿久根市港町・みなとまち

　　８９９-１６０４・鹿児島県阿久根市山下・やました

　　８９９-１１３１・鹿児島県阿久根市脇本・わきもと

　　８９９-０２００・鹿児島県出水市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８９９-０１３７・鹿児島県出水市今釜町・いまがまちよう

　　８９９-０１３４・鹿児島県出水市浦田町・うらたちよう



　　８９９-０２１６・鹿児島県出水市大野原町・おおのはらちよう

　　８９９-０３４１・鹿児島県出水市上大川内・かみおおかわうち

　　８９９-０２０３・鹿児島県出水市上鯖渕・かみさはﾞぶち

　　８９９-０２１２・鹿児島県出水市上知識町・かみちしきちよう

　　８９９-０１２５・鹿児島県出水市黄金町・こがねまち

　　８９９-０２１４・鹿児島県出水市五万石町・ごまんごくちよう

　　８９９-０１２１・鹿児島県出水市米ノ津町・こめのつまち

　　８９９-０１２２・鹿児島県出水市境町・さかいちよう

　　８９９-０１３６・鹿児島県出水市汐見町・しおみちよう

　　８９９-０３４２・鹿児島県出水市下大川内・しもおおかわうち

　　８９９-０１２３・鹿児島県出水市下鯖町・しもさはﾞちよう

　　８９９-０１３２・鹿児島県出水市下知識町・しもちしきちよう

　　８９９-０４３５・鹿児島県出水市荘・しよう

　　８９９-０２０２・鹿児島県出水市昭和町・しようわまち

　　８９９-０１３８・鹿児島県出水市住吉町・すみよしちよう

　　８９９-０４０７・鹿児島県出水市高尾野町江内・たかおのまちえうち

　　８９９-０４０１・鹿児島県出水市高尾野町大久保・たかおのまちおおくほﾞ

　　８９９-０４０６・鹿児島県出水市高尾野町上水流・たかおのまちかみずる

　　８９９-０４０３・鹿児島県出水市高尾野町唐笠木・たかおのまちからがさき

　　８９９-０４０２・鹿児島県出水市高尾野町柴引・たかおのまちしはﾞひき

　　８９９-０４０５・鹿児島県出水市高尾野町下水流・たかおのまちしもずる

　　８９９-０４０４・鹿児島県出水市高尾野町下高尾野・たかおのまちしもたかおの

　　８９９-０２１５・鹿児島県出水市武本・たけもと

　　８９９-０２１１・鹿児島県出水市知識町・ちしきちよう

　　８９９-０２０７・鹿児島県出水市中央町・ちゆうおうちよう

　　８９９-０２１３・鹿児島県出水市西出水町・にしいずみちよう

　　８９９-０５０１・鹿児島県出水市野田町上名・のだちようかみみよう

　　８９９-０５０２・鹿児島県出水市野田町下名・のだちようしもみよう

　　８９９-０１３３・鹿児島県出水市福ノ江町・ふくのえちよう

　　８９９-０２０４・鹿児島県出水市麓町・ふもとちよう

　　８９９-０２０８・鹿児島県出水市文化町・ぶんかちよう

　　８９９-０２１７・鹿児島県出水市平和町・へいわちよう

　　８９９-０２０５・鹿児島県出水市本町・ほんまち

　　８９９-０２０１・鹿児島県出水市緑町・みどりまち

　　８９９-０１２４・鹿児島県出水市美原町・みはらちよう

　　８９９-０１３１・鹿児島県出水市明神町・みようじんちよう

　　８９９-０２０６・鹿児島県出水市向江町・むかえまち

　　８９９-０１２６・鹿児島県出水市六月田町・ろくがつだまち

　　８９１-０４００・鹿児島県指宿市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８９１-０３１２・鹿児島県指宿市池田・いけだ

　　８９１-０３１５・鹿児島県指宿市岩本・いわもと

　　８９１-０４０１・鹿児島県指宿市大牟礼・おおむれ

　　８９１-０６０１・鹿児島県指宿市開聞上野・かいもんうえの

　　８９１-０６０２・鹿児島県指宿市開聞川尻・かいもんかわしり

　　８９１-０６０３・鹿児島県指宿市開聞十町・かいもんじゆつちよう

　　８９１-０６０４・鹿児島県指宿市開聞仙田・かいもんせんた

　　８９１-０３１４・鹿児島県指宿市小牧・こまき

　　８９１-０４０３・鹿児島県指宿市十二町・じゆうにちよう

　　８９１-０４０２・鹿児島県指宿市十町・じゆつちよう

　　８９１-０３１３・鹿児島県指宿市新西方・しんにしかた

　　８９１-０３１１・鹿児島県指宿市西方・にしかた

　　８９１-０３０４・鹿児島県指宿市東方（６００～５９７４）・ひがしかた

　　８９１-０３０４・鹿児島県指宿市東方（５９７６～７８１６）・ひがしかた

　　８９１-０３０４・鹿児島県指宿市東方（７８３３）・ひがしかた

　　８９１-０３０４・鹿児島県指宿市東方（７８３４）・ひがしかた

　　８９１-０３０４・鹿児島県指宿市東方（１０６０３～１１０１５）・ひがしかた

　　８９１-０４０４・鹿児島県指宿市東方（その他）・ひがしかた(そのた)

　　８９１-０４０５・鹿児島県指宿市湊・みなと

　　８９１-０５０２・鹿児島県指宿市山川朝日町・やまがわあさひちよう

　　８９１-０５０７・鹿児島県指宿市山川入船町・やまがわいりふねちよう

　　８９１-０６１４・鹿児島県指宿市山川大山（１４００～１７１７)・やまがわおおやま

　　８９１-０５１４・鹿児島県指宿市山川大山（その他）・やまがわおおやま(そのた)

　　８９１-０５１３・鹿児島県指宿市山川岡児ケ水・やまがわおかちよがみず

　　８９１-０５１５・鹿児島県指宿市山川小川・やまがわおがわ

　　８９１-０５０６・鹿児島県指宿市山川金生町・やまがわきんせいちよう

　　８９１-０５０３・鹿児島県指宿市山川潮見町・やまがわしおみちよう

　　８９１-０５０１・鹿児島県指宿市山川新栄町・やまがわしんえいちよう

　　８９１-０５０４・鹿児島県指宿市山川新生町・やまがわしんせいちよう

　　８９１-０６２１・鹿児島県指宿市山川利永・やまがわとしなが

　　８９１-０５１６・鹿児島県指宿市山川成川・やまがわなりかわ



　　８９１-０５１２・鹿児島県指宿市山川浜児ケ水・やまがわはまちよがみず

　　８９１-０５１１・鹿児島県指宿市山川福元・やまがわふくもと

　　８９１-０５０５・鹿児島県指宿市山川山下町・やまがわやましたちよう

　　８９１-０４０６・鹿児島県指宿市湯の浜・ゆのはま

　　８９１-３１００・鹿児島県西之表市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８９１-３４３２・鹿児島県西之表市安城・あんじよう

　　８９１-３１０２・鹿児島県西之表市安納（１～３０４８)・あんのう

　　８９１-３１０２・鹿児島県西之表市安納（４９０１～４９３０)・あんのう

　　８９１-３２０２・鹿児島県西之表市安納（その他）・あんのう(そのた)

　　８９１-３１１４・鹿児島県西之表市池田・いけだ

　　８９１-３２２１・鹿児島県西之表市伊関・いせき

　　８９１-３１１６・鹿児島県西之表市鴨女町・かもめちよう

　　８９１-３２２２・鹿児島県西之表市国上・くにがみ

　　８９１-３１０３・鹿児島県西之表市現和・げんな

　　８９１-３１１２・鹿児島県西之表市栄町・さかえまち

　　８９１-３１１７・鹿児島県西之表市桜が丘・さくらがおか

　　８９１-３１０４・鹿児島県西之表市住吉・ すみよじ

　　８９１-３１１５・鹿児島県西之表市天神町・てんじんちよう

　　８９１-３１０１・鹿児島県西之表市西之表・にしのおもて

　　８９１-３１１１・鹿児島県西之表市西町・にしまち

　　８９１-３１１３・鹿児島県西之表市東町・ひがしまち

　　８９１-３４３１・鹿児島県西之表市古田・ふるた

　　８９１-３１１８・鹿児島県西之表市馬毛島・まげしま

　　８９１-２１００・鹿児島県垂水市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８９１-２１２５・鹿児島県垂水市旭町・あさひまち

　　８９１-２１０３・鹿児島県垂水市市木・いちき

　　８９９-４６３１・鹿児島県垂水市牛根境・うしねさかい

　　８９９-４６３２・鹿児島県垂水市牛根麓・うしねふもと

　　８９１-２１０１・鹿児島県垂水市海潟・かいがた

　　８９１-２１２２・鹿児島県垂水市上町・かんまち

　　８９１-２１２４・鹿児島県垂水市錦江町・きんこうちよう

　　８９１-２１１６・鹿児島県垂水市柊原・くぬぎはﾞる

　　８９１-２１２１・鹿児島県垂水市栄町・さかえまち

　　８９１-２１１７・鹿児島県垂水市潮彩町・しおさいちよう

　　８９１-２１２７・鹿児島県垂水市下宮町・しもみやちよう

　　８９１-２１１４・鹿児島県垂水市新城・しんじよう

　　８９１-２１１１・鹿児島県垂水市新御堂・しんみどう

　　８９１-２１１３・鹿児島県垂水市高城・たかじよう

　　８９１-２１０４・鹿児島県垂水市田神・たがみ

　　８９１-２１０６・鹿児島県垂水市中央町・ちゆうおうちよう

　　８９１-２１０２・鹿児島県垂水市中俣・なかまた

　　８９１-２１１５・鹿児島県垂水市浜平・はまびら

　　８９９-４６３３・鹿児島県垂水市二川・ふたがわ

　　８９１-２１１２・鹿児島県垂水市本城・ほんじよう

　　８９１-２１２３・鹿児島県垂水市本町・ほんまち

　　８９１-２１０５・鹿児島県垂水市松原町・まつはﾞらちよう

　　８９１-２１２６・鹿児島県垂水市南松原町・みなみまつはﾞらちよう

　　８９５-００００・鹿児島県薩摩川内市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８９５-００４４・鹿児島県薩摩川内市青山町・あおやまちよう

　　８９５-００１１・鹿児島県薩摩川内市天辰町・あまたつちよう

　　８９５-１４０２・鹿児島県薩摩川内市入来町浦之名・いりきちよううらのみよう

　　８９５-１４０１・鹿児島県薩摩川内市入来町副田・いりきちようそえだ

　　８９５-０２１４・鹿児島県薩摩川内市運動公園町（３０３０)・うんどうこうえんちよう(３０３０)

　　８９５-００７７・鹿児島県薩摩川内市運動公園町（その他）・うんどうこうえんちよう(そのた)

　　８９９-１９２５・鹿児島県薩摩川内市網津町・おうつﾞちよう

　　８９５-００７６・鹿児島県薩摩川内市大小路町・おおしようじちよう

　　８９５-００３５・鹿児島県薩摩川内市尾白江町・おじろえちよう

　　８９６-１３０１・鹿児島県薩摩川内市鹿島町藺牟田・かしまちよういむた

　　８９５-００３１・鹿児島県薩摩川内市勝目町・かちめちよう

　　８９６-１２０３・鹿児島県薩摩川内市上甑町江石・ かみこしきちようえいじ

　　８９６-１２０４・鹿児島県薩摩川内市上甑町小島・かみこしきちようおしま

　　８９６-１２０６・鹿児島県薩摩川内市上甑町桑之浦・かみこしきちようくわのうら

　　８９６-１２０５・鹿児島県薩摩川内市上甑町瀬上・かみこしきちようせがみ

　　８９６-１２８１・鹿児島県薩摩川内市上甑町平良・かみこしきちようたいら

　　８９６-１２０１・鹿児島県薩摩川内市上甑町中甑・かみこしきちようなかこしき

　　８９６-１２０２・鹿児島県薩摩川内市上甑町中野・かみこしきちようなかの

　　８９５-００６７・鹿児島県薩摩川内市上川内町・かみせんだいちよう

　　８９５-００３３・鹿児島県薩摩川内市川永野町・かわながのちよう

　　８９５-００５２・鹿児島県薩摩川内市神田町・かんだちよう

　　８９５-０００４・鹿児島県薩摩川内市久住町・くじゆうちよう



　　８９５-０００２・鹿児島県薩摩川内市楠元町・くすもとちよう

　　８９５-００４１・鹿児島県薩摩川内市隈之城町・くまのじようちよう

　　８９５-０１３２・鹿児島県薩摩川内市久見崎町・ぐみさきちよう

　　８９５-１５０２・鹿児島県薩摩川内市祁答院町藺牟田・けどういんちよういむた

　　８９５-１５０３・鹿児島県薩摩川内市祁答院町上手・けどういんちようかみで

　　８９５-１５０４・鹿児島県薩摩川内市祁答院町黒木・けどういんちようくろき

　　８９５-１５０１・鹿児島県薩摩川内市祁答院町下手・けどういんちようしもで

　　８９５-００７３・鹿児島県薩摩川内市国分寺町・こくぶんじちよう

　　８９９-１９２２・鹿児島県薩摩川内市小倉町・こくらちよう

　　８９５-００６６・鹿児島県薩摩川内市五代町・ごだいちよう

　　８９５-００３４・鹿児島県薩摩川内市木場茶屋町・こはﾞんちややちよう

　　８９５-００６１・鹿児島県薩摩川内市御陵下町・ごりようしたちよう

　　８９６-１１０１・鹿児島県薩摩川内市里町里・さとちようさと

　　８９６-１５２１・鹿児島県薩摩川内市下甑町青瀬・しもこしきちようあおせ

　　８９６-１６０２・鹿児島県薩摩川内市下甑町片野浦・しもこしきちようかたのうら

　　８９６-１４１２・鹿児島県薩摩川内市下甑町瀬々野浦（１７００～）・せせのうら

　　８９６-１４１２・鹿児島県薩摩川内市下甑町瀬々野浦（内川内）・せせのうら(うちかわうち)

　　８９６-１５１２・鹿児島県薩摩川内市下甑町瀬々野浦（その他）・せせのうら(そのた)

　　８９６-１６０１・鹿児島県薩摩川内市下甑町手打・しもこしきちようてうち

　　８９６-１４１１・鹿児島県薩摩川内市下甑町長浜・しもこしきちようながはま

　　８９５-０２１３・鹿児島県薩摩川内市城上町・じようかみちよう

　　８９５-０００１・鹿児島県薩摩川内市白浜町・しらはまちよう

　　８９５-００２２・鹿児島県薩摩川内市白和町・しらわちよう

　　８９５-００６２・鹿児島県薩摩川内市大王町・だいおうちよう

　　８９５-００７１・鹿児島県薩摩川内市田海町・たうみちよう

　　８９５-０１３１・鹿児島県薩摩川内市高江町・たかえちよう

　　８９５-０２１１・鹿児島県薩摩川内市高城町・たきちよう

　　８９５-０００６・鹿児島県薩摩川内市田崎町・たさきちよう

　　８９５-００７２・鹿児島県薩摩川内市中郷・ちゆうごう

　　８９５-００７２・鹿児島県薩摩川内市中郷町・ちゆうごうちよう

　　８９５-１１０６・鹿児島県薩摩川内市東郷町斧渕・とうごうちようおのぶち

　　８９５-１１０１・鹿児島県薩摩川内市東郷町宍野・とうごうちようししの

　　８９５-１１０３・鹿児島県薩摩川内市東郷町鳥丸・とうごうちようとりまる

　　８９５-１１０５・鹿児島県薩摩川内市東郷町南瀬・とうごうちようのうぜ

　　８９５-１１０２・鹿児島県薩摩川内市東郷町藤川・とうごうちようふじかわ

　　８９５-１１０４・鹿児島県薩摩川内市東郷町山田・とうごうちようやまだ

　　８９５-００２４・鹿児島県薩摩川内市鳥追町・とりおいちよう

　　８９５-０００５・鹿児島県薩摩川内市永利町・ながとしちよう

　　８９５-００４２・鹿児島県薩摩川内市中福良町・なかふくらちよう

　　８９５-０００３・鹿児島県薩摩川内市中村町・なかむらちよう

　　８９５-００５５・鹿児島県薩摩川内市西開聞町・にしかいもんちよう

　　８９９-１８０１・鹿児島県薩摩川内市西方町・にしかたちよう

　　８９５-００２７・鹿児島県薩摩川内市西向田町・にしむこうだちよう

　　８９５-００６４・鹿児島県薩摩川内市花木町・はなきちよう

　　８９５-００７４・鹿児島県薩摩川内市原田町・はらだちよう

　　８９５-００７５・鹿児島県薩摩川内市東大小路町・ひがしおおしようじちよう

　　８９５-００５１・鹿児島県薩摩川内市東開聞町・ひがしかいもんちよう

　　８９５-００２６・鹿児島県薩摩川内市東向田町・ひがしむこうだちよう

　　８９５-００５３・鹿児島県薩摩川内市冷水町・ひやみずちよう

　　８９５-００１２・鹿児島県薩摩川内市平佐・ひらさ

　　８９５-００１２・鹿児島県薩摩川内市平佐町・ひらさちよう

　　８９５-１２０３・鹿児島県薩摩川内市樋脇町市比野・ひわきちよういちひの

　　８９５-１２０１・鹿児島県薩摩川内市樋脇町倉野・ひわきちようくらの

　　８９５-１２０２・鹿児島県薩摩川内市樋脇町塔之原・ひわきちようとうのはら

　　８９９-１９２１・鹿児島県薩摩川内市水引町・みずひきちよう

　　８９９-１９２４・鹿児島県薩摩川内市港町・みなとちよう

　　８９５-００６５・鹿児島県薩摩川内市宮内町・みやうちちよう

　　８９５-００４３・鹿児島県薩摩川内市都町・みやこちよう

　　８９５-００１３・鹿児島県薩摩川内市宮崎町・みやざきちよう

　　８９５-００５６・鹿児島県薩摩川内市宮里町・みやざとちよう

　　８９５-００２５・鹿児島県薩摩川内市向田町・むこうだちよう

　　８９５-００２１・鹿児島県薩摩川内市向田本町・むこうだほんまち

　　８９５-０００７・鹿児島県薩摩川内市百次町・ももつぎちよう

　　８９５-００３６・鹿児島県薩摩川内市矢倉町・やぐらちよう

　　８９５-００３２・鹿児島県薩摩川内市山之口町・やまのくちちよう

　　８９９-１９２３・鹿児島県薩摩川内市湯島町・ゆしまちよう

　　８９９-１８０２・鹿児島県薩摩川内市湯田町・ゆだちよう

　　８９５-０２１２・鹿児島県薩摩川内市陽成町・ようぜいちよう

　　８９５-００２３・鹿児島県薩摩川内市横馬場町・よこはﾞはﾞちよう

　　８９５-０１３３・鹿児島県薩摩川内市寄田町・よりたちよう



　　８９５-００６３・鹿児島県薩摩川内市若葉町・わかはﾞちよう

　　８９５-００５４・鹿児島県薩摩川内市若松町・わかまつちよう

　　８９９-２５００・鹿児島県日置市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８９９-２５２２・鹿児島県日置市伊集院町飯牟礼・いじゆういんちよういいむれ

　　８９９-２５０５・鹿児島県日置市伊集院町猪鹿倉・いじゆういんちよういがくら

　　８９９-３１２１・鹿児島県日置市伊集院町大田（久木野々石塚）・おおた(くきののいしつﾞか)

　　８９９-２５２１・鹿児島県日置市伊集院町大田（その他）・いじゆういんちようおおた(そのた)

　　８９９-２５１２・鹿児島県日置市伊集院町上神殿・いじゆういんちようかみこうどの

　　８９９-２５０６・鹿児島県日置市伊集院町清藤・いじゆういんちようきよふじ

　　８９９-２４４１・鹿児島県日置市伊集院町桑畑・いじゆういんちようくわはﾞた

　　８９９-２５２４・鹿児島県日置市伊集院町恋之原・いじゆういんちようこいのはら

　　８９９-２５０４・鹿児島県日置市伊集院町郡・いじゆういんちようこおり

　　８９９-２５１１・鹿児島県日置市伊集院町下神殿・いじゆういんちようしもこうどの

　　８９９-２５０１・鹿児島県日置市伊集院町下谷口・いじゆういんちようしもたにぐち

　　８９９-２５１５・鹿児島県日置市伊集院町竹之山・いじゆういんちようたけのやま

　　８９９-２５１６・鹿児島県日置市伊集院町土橋・ いじゆういんちようつちはﾞじ

　　８９９-２４４３・鹿児島県日置市伊集院町寺脇・いじゆういんちようてらわき

　　８９９-２５０２・鹿児島県日置市伊集院町徳重・いじゆういんちようとくしげ

　　８９９-２５１４・鹿児島県日置市伊集院町中川・いじゆういんちようなかがわ

　　８９９-２４４２・鹿児島県日置市伊集院町野田・いじゆういんちようのだ

　　８９９-２５２３・鹿児島県日置市伊集院町古城・いじゆういんちようふるじよう

　　８９９-２５０３・鹿児島県日置市伊集院町妙円寺・いじゆういんちようみようえんじ

　　８９９-２５１３・鹿児島県日置市伊集院町麦生田・いじゆういんちようむぎうだ

　　８９９-２２０３・鹿児島県日置市東市来町伊作田・ひがしいちきちよういざくだ

　　８９９-２２０４・鹿児島県日置市東市来町神之川・ひがしいちきちようかみのかわ

　　８９９-２４３２・鹿児島県日置市東市来町寺脇・ひがしいちきちようてらわき

　　８９９-２２０２・鹿児島県日置市東市来町長里・ひがしいちきちようながさと

　　８９９-２４３４・鹿児島県日置市東市来町南神之川・ひがしいちきちようみなみかみのかわ

　　８９９-２４３３・鹿児島県日置市東市来町宮田・ひがしいちきちようみやた

　　８９９-２４３１・鹿児島県日置市東市来町美山・ひがしいちきちようみやま

　　８９９-２２０１・鹿児島県日置市東市来町湯田・ひがしいちきちようゆだ

　　８９９-２３１１・鹿児島県日置市東市来町養母・ひがしいちきちようようほﾞ

　　８９９-２４２１・鹿児島県日置市日吉町神之川・ひよしちようかみのかわ

　　８９９-３１０１・鹿児島県日置市日吉町日置・ひよしちようひおき

　　８９９-３１０２・鹿児島県日置市日吉町山田・ひよしちようやまだ

　　８９９-３１０３・鹿児島県日置市日吉町吉利（５６１４)・ひよしちようよしとし

　　８９９-３１０３・鹿児島県日置市日吉町吉利（５６１９)・ひよしちようよしとし

　　８９９-３１０３・鹿児島県日置市日吉町吉利（５６４７)・ひよしちようよしとし

　　８９９-３１０３・鹿児島県日置市日吉町吉利（５６５３)・ひよしちようよしとし

　　８９９-３２０３・鹿児島県日置市日吉町吉利（その他）・ひよしちようよしとし(そのた)

　　８９９-３３０５・鹿児島県日置市吹上町今田・ふきあげちよういまだ

　　８９９-３３０４・鹿児島県日置市吹上町入来・ふきあげちよういりき

　　８９９-３３０６・鹿児島県日置市吹上町小野・ふきあげちようおの

　　８９９-３３０７・鹿児島県日置市吹上町花熟里・ふきあげちようけじゆくり

　　８９９-３３０８・鹿児島県日置市吹上町田尻・ふきあげちようたじり

　　８９９-３３０２・鹿児島県日置市吹上町中之里・ふきあげちようなかのさと

　　８９９-３３０１・鹿児島県日置市吹上町中原・ふきあげちようなかはら

　　８９９-３２２１・鹿児島県日置市吹上町永吉・ ふきあげちようながよじ

　　８９９-３３０３・鹿児島県日置市吹上町湯之浦・ふきあげちようゆのうら

　　８９９-３３０９・鹿児島県日置市吹上町与倉・ふきあげちようよくら

　　８９９-３３１１・鹿児島県日置市吹上町和田・ふきあげちようわだ

　　８９９-８６００・鹿児島県曽於市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８９９-８２１１・鹿児島県曽於市大隅町荒谷（荒谷）・おおすみちようあらたに(あらたに)

　　８９９-８２１１・鹿児島県曽於市大隅町荒谷（大迫）・おおすみちようあらたに(おおさこ)

　　８９９-８２１１・鹿児島県曽於市大隅町荒谷（中大迫）・おおすみちようあらたに(なかおおさこ)

　　８９９-８３１１・鹿児島県曽於市大隅町荒谷（その他）・おおすみちようあらたに(そのた)

　　８９９-８１０２・鹿児島県曽於市大隅町岩川・おおすみちよういわがわ

　　８９９-８４２１・鹿児島県曽於市大隅町大谷・おおすみちようおおたに

　　８９９-８２１３・鹿児島県曽於市大隅町境木町・おおすみちようさかいぎまち

　　８９９-８４２２・鹿児島県曽於市大隅町坂元・おおすみちようさかもと

　　８９９-８１０６・鹿児島県曽於市大隅町下窪町・おおすみちようしもくほﾞまち

　　８９９-８４２３・鹿児島県曽於市大隅町須田木・おおすみちようすだき

　　８９９-８１０５・鹿児島県曽於市大隅町段中町・おおすみちようだんなかまち

　　８９９-８２１２・鹿児島県曽於市大隅町月野・おおすみちようつきの

　　８９９-８４２４・鹿児島県曽於市大隅町恒吉・ おおすみちようつねよじ

　　８９９-８１０３・鹿児島県曽於市大隅町中之内・おおすみちようなかのうち

　　８９９-８１０４・鹿児島県曽於市大隅町鳴神町・おおすみちようなるがみまち

　　８９９-８１０１・鹿児島県曽於市末吉町岩崎（池原）・すえよしちよういわさき(いけはら)

　　８９９-８１０１・鹿児島県曽於市末吉町岩崎（岩之上）・すえよしちよういわさき(いわのうえ)

　　８９９-８１０１・鹿児島県曽於市末吉町岩崎（岩南）・すえよしちよういわさき(いわみなみ)



　　８９９-８１０１・鹿児島県曽於市末吉町岩崎（前田）・すえよしちよういわさき(まえだ)

　　８９９-８１０１・鹿児島県曽於市末吉町岩崎（牧原）・すえよしちよういわさき(まきはら)

　　８９９-８１０１・鹿児島県曽於市末吉町岩崎（道添）・すえよしちよういわさき(みちぞい)

　　８９９-８１０１・鹿児島県曽於市末吉町岩崎（宮原）・すえよしちよういわさき(みやはﾞる)

　　８９９-８６０１・鹿児島県曽於市末吉町岩崎（その他）・すえよしちよういわさき(そのた)

　　８９９-８６０９・鹿児島県曽於市末吉町上町・すえよしちようかみまち

　　８９９-８６０２・鹿児島県曽於市末吉町栄町・すえよしちようさかえまち

　　８９９-８６０３・鹿児島県曽於市末吉町新町・すえよしちようしんまち

　　８９９-８６０４・鹿児島県曽於市末吉町諏訪方・すえよしちようすわかた

　　８９９-８６０５・鹿児島県曽於市末吉町二之方・すえよしちようにのかた

　　８９９-８６０６・鹿児島県曽於市末吉町深川・すえよしちようふかがわ

　　８９９-８６０７・鹿児島県曽於市末吉町本町・すえよしちようほんまち

　　８９９-８６０８・鹿児島県曽於市末吉町南之郷・すえよしちようみなみのごう

　　８９９-４１０２・鹿児島県曽於市財部町北俣・たからべちようきたまた

　　８９９-４１０３・鹿児島県曽於市財部町下財部・たからべちようしもたからべ

　　８９９-４１０１・鹿児島県曽於市財部町南俣・たからべちようみなみまた

　　８９９-４３００・鹿児島県霧島市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８９９-４２０３・鹿児島県霧島市霧島大窪・きりしまおおくほﾞ

　　８９９-４２０４・鹿児島県霧島市霧島川北・きりしまかわきた

　　８９９-４２０１・鹿児島県霧島市霧島田口・きりしまたぐち

　　８９９-４２０２・鹿児島県霧島市霧島永水・きりしまながみず

　　８９９-４４６１・鹿児島県霧島市国分上之段・こくぶうえのだん

　　８９９-４３１８・鹿児島県霧島市国分上野原縄文の森・こくぶうえのはらじようもんのもり

　　８９９-４３１７・鹿児島県霧島市国分上野原テクノパーク・こくぶうえのはらてくのはﾟｰく

　　８９９-４３１３・鹿児島県霧島市国分上井・こくぶうわい

　　８９９-４３１６・鹿児島県霧島市国分上小川・こくぶかみこがわ

　　８９９-４３１４・鹿児島県霧島市国分川内・こくぶかわうち

　　８９９-４３０３・鹿児島県霧島市国分川原・こくぶかわはら

　　８９９-４３０４・鹿児島県霧島市国分清水・こくぶきよみず

　　８９９-４３５５・鹿児島県霧島市国分剣之宇都町・こくぶけんのうとちよう

　　８９９-４３０５・鹿児島県霧島市国分郡田・こくぶこおりだ

　　８９９-４４６２・鹿児島県霧島市国分敷根・こくぶしきね

　　８９９-４３０１・鹿児島県霧島市国分重久・こくぶしげひさ

　　８９９-４４６３・鹿児島県霧島市国分下井・こくぶしたい

　　８９９-４３３１・鹿児島県霧島市国分城山町・こくぶしろやまちよう

　　８９９-４３５１・鹿児島県霧島市国分新町・こくぶしんまち

　　８９９-４３０２・鹿児島県霧島市国分台明寺・こくぶだいみようじ

　　８９９-４３３２・鹿児島県霧島市国分中央・こくぶちゆうおう

　　８９９-４３１１・鹿児島県霧島市国分名波町・こくぶなはﾞちよう

　　８９９-４３４４・鹿児島県霧島市国分野口北・こくぶのぐちきた

　　８９９-４３４２・鹿児島県霧島市国分野口町・こくぶのぐちちよう

　　８９９-４３４３・鹿児島県霧島市国分野口西・ こくぶのぐちにじ

　　８９９-４３４１・鹿児島県霧島市国分野口東・ こくぶのぐちひがじ

　　８９９-４３５４・鹿児島県霧島市国分姫城・こくぶひめぎ

　　８９９-４３５６・鹿児島県霧島市国分姫城南・こくぶひめぎみなみ

　　８９９-４３２１・鹿児島県霧島市国分広瀬・こくぶひろせ

　　８９９-４３２２・鹿児島県霧島市国分福島・こくぶふくしま

　　８９９-４３４５・鹿児島県霧島市国分府中・こくぶふちゆう

　　８９９-４３４６・鹿児島県霧島市国分府中町・こくぶふちゆうちよう

　　８９９-４３２３・鹿児島県霧島市国分松木・こくぶまつき

　　８９９-４３２５・鹿児島県霧島市国分松木町・こくぶまつきちよう

　　８９９-４３２４・鹿児島県霧島市国分松木東・ こくぶまつきひがじ

　　８９９-４３１５・鹿児島県霧島市国分湊・こくぶみなと

　　８９９-４３５２・鹿児島県霧島市国分向花・こくぶむけ

　　８９９-４３５３・鹿児島県霧島市国分向花町・こくぶむけちよう

　　８９９-４３１２・鹿児島県霧島市国分山下町・こくぶやましたちよう

　　８９９-５１１８・鹿児島県霧島市隼人町朝日・はやとちようあさひ

　　８９９-５１１６・鹿児島県霧島市隼人町内・はやとちよううち

　　８９９-５１０６・鹿児島県霧島市隼人町内山田・はやとちよううちやまだ

　　８９９-５１０５・鹿児島県霧島市隼人町小田・はやとちようおだ

　　８９９-５１０３・鹿児島県霧島市隼人町小浜・はやとちようおはま

　　８９９-５１１３・鹿児島県霧島市隼人町嘉例川・はやとちようかれいがわ

　　８９９-５１１４・鹿児島県霧島市隼人町西光寺・はやとちようさいこうじ

　　８９９-５１２１・鹿児島県霧島市隼人町神宮・はやとちようじんぐう

　　８９９-５１０２・鹿児島県霧島市隼人町真孝・はやとちようしんこう

　　８９９-５１０１・鹿児島県霧島市隼人町住吉・ はやとちようすみよじ

　　８９９-５１１５・鹿児島県霧島市隼人町東郷・はやとちようとうごう

　　８９９-５１０４・鹿児島県霧島市隼人町野久美田・はやとちようのくみだ

　　８９９-５１１１・鹿児島県霧島市隼人町姫城・はやとちようひめぎ

　　８９９-５１１２・鹿児島県霧島市隼人町松永・はやとちようまつなが



　　８９９-５１１７・鹿児島県霧島市隼人町見次・はやとちようみつぎ

　　８９９-４５０４・鹿児島県霧島市福山町佳例川・ふくやまちようかれいがわ

　　８９９-４５０３・鹿児島県霧島市福山町福沢・ふくやまちようふくざわ

　　８９９-４５０２・鹿児島県霧島市福山町福地・ふくやまちようふくち

　　８９９-４５０１・鹿児島県霧島市福山町福山・ふくやまちようふくやま

　　８９９-６６０４・鹿児島県霧島市牧園町上中津川（１８９６～２０７２)・かみなかつがわ

　　８９９-６５０４・鹿児島県霧島市牧園町上中津川（その他）・かみなかつがわ(そのた)

　　８９９-６６０２・鹿児島県霧島市牧園町三体堂（１８２４－２)・さんたいどう

　　８９９-６６０２・鹿児島県霧島市牧園町三体堂（１８２４－９)・さんたいどう

　　８９９-６６０２・鹿児島県霧島市牧園町三体堂（１８２４－４１)・さんたいどう

　　８９９-６６０２・鹿児島県霧島市牧園町三体堂（１８３５－８１)・さんたいどう

　　８９９-６６０２・鹿児島県霧島市牧園町三体堂（１８３５－１０８)・さんたいどう

　　８９９-６６０２・鹿児島県霧島市牧園町三体堂（１８３５－１０９)・さんたいどう

　　８９９-６６０２・鹿児島県霧島市牧園町三体堂（８３５－２２８)・さんたいどう

　　８９９-６６０２・鹿児島県霧島市牧園町三体堂（１８３５－２３８）・さんたいどう

　　８９９-６６０２・鹿児島県霧島市牧園町三体堂（１８３５－２５３）・さんたいどう

　　８９９-６６０２・鹿児島県霧島市牧園町三体堂（２００３－５）・さんたいどう

　　８９９-６６０２・鹿児島県霧島市牧園町三体堂（２００３－９）・さんたいどう

　　８９９-６６０２・鹿児島県霧島市牧園町三体堂（２００３－１４）・さんたいどう

　　８９９-６６０２・鹿児島県霧島市牧園町三体堂（２００３－１７）・さんたいどう

　　８９９-６６０２・鹿児島県霧島市牧園町三体堂（２００３－１８）・さんたいどう

　　８９９-６６０２・鹿児島県霧島市牧園町三体堂（２０５７－８）・さんたいどう

　　８９９-６６０２・鹿児島県霧島市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８９９-６５０２・鹿児島県霧島市牧園町三体堂（その他）・まきぞのちようさんたいどう(そのた)

　　８９９-６５０６・鹿児島県霧島市牧園町下中津川・まきぞのちようしもなかつがわ

　　８９９-６５０７・鹿児島県霧島市牧園町宿窪田・まきぞのちようしゆくくほﾞた

　　８９９-６５０３・鹿児島県霧島市牧園町高千穂（３０１２～３２４０)・まきぞのちようたかちほ

　　８９９-６６０３・鹿児島県霧島市牧園町高千穂（その他）・まきぞのちようたかちほ(そのた)

　　８９９-６６０１・鹿児島県霧島市牧園町万膳（１４００～１４７７)・まきぞのちようまんぜん

　　８９９-６５０１・鹿児島県霧島市牧園町万膳（その他）・まきぞのちようまんぜん(そのた)

　　８９９-６５０５・鹿児島県霧島市牧園町持松・まきぞのちようもちまつ

　　８９９-６４０１・鹿児島県霧島市溝辺町有川・みぞべちようありかわ

　　８９９-６４０５・鹿児島県霧島市溝辺町崎森・みぞべちようさきもり

　　８９９-６４０２・鹿児島県霧島市溝辺町竹子・みぞべちようたかぜ

　　８９９-６４０４・鹿児島県霧島市溝辺町麓・みぞべちようふもと

　　８９９-６４０３・鹿児島県霧島市溝辺町三縄・みぞべちようみなわ

　　８９９-６３０１・鹿児島県霧島市横川町上ノ・よこがわちようかみの

　　８９９-６３０２・鹿児島県霧島市横川町下ノ・よこがわちようしもの

　　８９９-６３０３・鹿児島県霧島市横川町中ノ・よこがわちようなかの

　　８９６-００００・鹿児島県いちき串木野市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８９６-００６１・鹿児島県いちき串木野市愛木町・あいぎちよう

　　８９６-０００１・鹿児島県いちき串木野市曙町・あけほﾞのちよう

　　８９６-００１５・鹿児島県いちき串木野市旭町・あさひまち

　　８９６-００６５・鹿児島県いちき串木野市荒川・あらかわ

　　８９６-００３６・鹿児島県いちき串木野市浦和町・うらわちよう

　　８９６-００２７・鹿児島県いちき串木野市恵比須町・えびすちよう

　　８９９-２１０３・鹿児島県いちき串木野市大里・おおざと

　　８９６-００１１・鹿児島県いちき串木野市大原町・おおはるまち

　　８９６-００２５・鹿児島県いちき串木野市御倉町・おくらちよう

　　８９６-００５７・鹿児島県いちき串木野市海瀬・かいぜ

　　８９６-０００２・鹿児島県いちき串木野市春日町・かすがちよう

　　８９６-００７９・鹿児島県いちき串木野市河内・かわうち

　　８９９-２１０２・鹿児島県いちき串木野市川上・かわかみ

　　８９６-００５２・鹿児島県いちき串木野市上名・かんみよう

　　８９６-００５１・鹿児島県いちき串木野市冠嶽・かんむりだけ

　　８９６-００４１・鹿児島県いちき串木野市北浜町・きたはまちよう

　　８９６-０００３・鹿児島県いちき串木野市京町・きようまち

　　８９６-００７５・鹿児島県いちき串木野市金山・きんざん

　　８９６-００７４・鹿児島県いちき串木野市金山下・きんざんしも

　　８９６-００６３・鹿児島県いちき串木野市口之町・くちのまち

　　８９６-００３４・鹿児島県いちき串木野市小瀬町・こぜちよう

　　８９６-００１３・鹿児島県いちき串木野市栄町・さかえまち

　　８９６-００１６・鹿児島県いちき串木野市桜町・さくらまち

　　８９６-００７２・鹿児島県いちき串木野市薩摩山・さつまやま

　　８９６-０００４・鹿児島県いちき串木野市汐見町・しおみちよう

　　８９６-００２３・鹿児島県いちき串木野市塩屋町・しおやちよう

　　８９６-００２６・鹿児島県いちき串木野市昭和通・しようわどおり

　　８９６-００３５・鹿児島県いちき串木野市新生町・しんせいちよう

　　８９６-００２１・鹿児島県いちき串木野市住吉町・すみよしちよう

　　８９６-００４６・鹿児島県いちき串木野市西薩町・せいさつちよう



　　８９６-００７８・鹿児島県いちき串木野市生福・せいふく

　　８９６-００７６・鹿児島県いちき串木野市芹ケ野・せりがの

　　８９６-００１７・鹿児島県いちき串木野市高見町・たかみちよう

　　８９６-００５５・鹿児島県いちき串木野市照島・てるしま

　　８９６-００１２・鹿児島県いちき串木野市中尾町・なかおちよう

　　８９６-００３３・鹿児島県いちき串木野市長崎町・ながさきちよう

　　８９６-０００５・鹿児島県いちき串木野市西塩田町・にしえんでんちよう

　　８９６-００３２・鹿児島県いちき串木野市西島平町・にししまびらちよう

　　８９６-００４４・鹿児島県いちき串木野市西浜町・にしはまちよう

　　８９６-００７３・鹿児島県いちき串木野市野下・のした

　　８９６-００６６・鹿児島県いちき串木野市野元・のもと

　　８９６-００５８・鹿児島県いちき串木野市袴田・はかまだ

　　８９６-００６４・鹿児島県いちき串木野市羽島・はしま

　　８９６-００６９・鹿児島県いちき串木野市浜ケ城・はまがじよう

　　８９６-００６２・鹿児島県いちき串木野市浜田町・はまだちよう

　　８９６-０００６・鹿児島県いちき串木野市東塩田町・ひがしえんでんちよう

　　８９６-００３１・鹿児島県いちき串木野市東島平町・ひがししまびらちよう

　　８９６-００５４・鹿児島県いちき串木野市日出町・ひのでちよう

　　８９６-００２８・鹿児島県いちき串木野市ひばりが丘・ひはﾞりがおか

　　８９６-００６７・鹿児島県いちき串木野市平江・ひらえ

　　８９６-００７１・鹿児島県いちき串木野市深田上・ふかたかみ

　　８９６-００７７・鹿児島県いちき串木野市深田下・ふかたしも

　　８９６-００３７・鹿児島県いちき串木野市別府・べつふﾟ

　　８９６-００４５・鹿児島県いちき串木野市まぐろ本町・まぐろほんまち

　　８９６-００２４・鹿児島県いちき串木野市美住町・みすみちよう

　　８９６-００６８・鹿児島県いちき串木野市三井・みつい

　　８９６-００２２・鹿児島県いちき串木野市緑町・みどりまち

　　８９６-００４３・鹿児島県いちき串木野市港町・みなとまち

　　８９９-２１０１・鹿児島県いちき串木野市湊町・みなとまち

　　８９６-００４２・鹿児島県いちき串木野市本浜町・もとはまちよう

　　８９６-００１４・鹿児島県いちき串木野市元町・もとまち

　　８９６-００５６・鹿児島県いちき串木野市八房・やふさ

　　８９７-００００・鹿児島県南さつま市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８９８-０２２１・鹿児島県南さつま市大浦町（４７１３～５２７７)・おおうらちよう

　　８９７-１２０１・鹿児島県南さつま市大浦町（その他）・おおうらちよう(そのた)

　　８９７-１３０２・鹿児島県南さつま市笠沙町赤生木・かささちようあこうぎ

　　８９７-１３０１・鹿児島県南さつま市笠沙町片浦・かささちようかたうら

　　８９７-０００４・鹿児島県南さつま市加世田内山田・かせだうちやまだ

　　８９７-０００３・鹿児島県南さつま市加世田川畑・かせだかわはﾞた

　　８９７-１１２２・鹿児島県南さつま市加世田小湊・かせだこみなと

　　８９７-０００８・鹿児島県南さつま市加世田地頭所・かせだじとうしよ

　　８９７-０００７・鹿児島県南さつま市加世田白亀・かせだしらかめ

　　８９７-１１２３・鹿児島県南さつま市加世田高橋・ かせだたかはじ

　　８９７-０００２・鹿児島県南さつま市加世田武田・かせだたけだ

　　８９９-３６１１・鹿児島県南さつま市加世田津貫・かせだつぬき

　　８９７-１１２１・鹿児島県南さつま市加世田唐仁原・かせだとうじんはﾞら

　　８９７-０００９・鹿児島県南さつま市加世田ハーモニー・かせだはｰもにｰ

　　８９７-００３１・鹿児島県南さつま市加世田東本町・かせだひがしほんちよう

　　８９７-０００５・鹿児島県南さつま市加世田麓町・かせだふもとちよう

　　８９７-０００６・鹿児島県南さつま市加世田本町・かせだほんちよう

　　８９７-１１２５・鹿児島県南さつま市加世田益山・かせだますやま

　　８９７-１１２４・鹿児島県南さつま市加世田宮原・かせだみやはﾞら

　　８９７-０００１・鹿児島県南さつま市加世田村原・かせだむらはら

　　８９９-３４０５・鹿児島県南さつま市金峰町池辺・きんほﾟうちよういけべ

　　８９９-３５１６・鹿児島県南さつま市金峰町浦之名・きんほﾟうちよううらのみよう

　　８９９-３４０１・鹿児島県南さつま市金峰町大野・きんほﾟうちようおおの

　　８９９-３４０３・鹿児島県南さつま市金峰町尾下・きんほﾟうちようおくだり

　　８９９-３５１３・鹿児島県南さつま市金峰町白川・きんほﾟうちようしらかわ

　　８９９-３４０２・鹿児島県南さつま市金峰町大坂・きんほﾟうちようだいざか

　　８９９-３４０４・鹿児島県南さつま市金峰町高橋・ きんほﾟうちようたかはじ

　　８９９-３５１５・鹿児島県南さつま市金峰町中津野・きんほﾟうちようなかつの

　　８９９-３５１４・鹿児島県南さつま市金峰町新山・きんほﾟうちようにいやま

　　８９９-３５１２・鹿児島県南さつま市金峰町花瀬・きんほﾟうちようはなぜ

　　８９９-３５１１・鹿児島県南さつま市金峰町宮崎・きんほﾟうちようみやざき

　　８９８-０２１２・鹿児島県南さつま市坊津町秋目・ほﾞうのつちようあきめ

　　８９８-０２１１・鹿児島県南さつま市坊津町久志・ ほﾞうのつちようくじ

　　８９８-０１０２・鹿児島県南さつま市坊津町泊・ほﾞうのつちようとまり

　　８９８-０１０１・鹿児島県南さつま市坊津町坊・ほﾞうのつちようほﾞう

　　８９９-７１００・鹿児島県志布志市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８９９-７４０１・鹿児島県志布志市有明町伊崎田・ありあけちよういさきだ



　　８９９-７４０２・鹿児島県志布志市有明町野井倉・ありあけちようのいくら

　　８９９-８３１２・鹿児島県志布志市有明町野神（抜谷）・のがみ(ぬきだに)

　　８９９-８３１２・鹿児島県志布志市有明町野神（塗木）・のがみ(ぬるき)

　　８９９-８３１２・鹿児島県志布志市有明町野神（本地）・のがみ(ほんじ)

　　８９９-８３１２・鹿児島県志布志市有明町野神（曲）・のがみ(まがり)

　　８９９-８３１２・鹿児島県志布志市有明町野神（水ノ谷）・のがみ(みずのたに)

　　８９９-７５１２・鹿児島県志布志市有明町野神（その他）・ありあけちようのがみ(そのた)

　　８９９-７５１１・鹿児島県志布志市有明町原田・ありあけちようはらだ

　　８９９-７４０３・鹿児島県志布志市有明町蓬原（春日）・ありあけちようふつはら(かすが)

　　８９９-７５０３・鹿児島県志布志市有明町蓬原（その他）・ありあけちようふつはら(そのた)

　　８９９-７５１３・鹿児島県志布志市有明町山重・ありあけちようやましげ

　　８９９-７１０４・鹿児島県志布志市志布志町安楽・しぶしちようあんらく

　　８９９-７２１１・鹿児島県志布志市志布志町内之倉・しぶしちよううちのくら

　　８９９-７１０３・鹿児島県志布志市志布志町志布志・ しぶしちようしぶじ

　　８９９-７２１２・鹿児島県志布志市志布志町田之浦・しぶしちようたのうら

　　８９９-７１０２・鹿児島県志布志市志布志町帖・しぶしちようちよう

　　８９９-７１０１・鹿児島県志布志市志布志町夏井・しぶしちようなつい

　　８９９-７６０３・鹿児島県志布志市松山町尾野見・まつやまちようおのみ

　　８９９-７６０１・鹿児島県志布志市松山町新橋・ まつやまちようしんはﾞじ

　　８９９-７６０２・鹿児島県志布志市松山町泰野・まつやまちようたいの

　　８９４-００００・鹿児島県奄美市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８９４-０５０１・鹿児島県奄美市笠利町宇宿・かさりちよううしゆく

　　８９４-０６２２・鹿児島県奄美市笠利町笠利・かさりちようかさり

　　８９４-０６２５・鹿児島県奄美市笠利町川上・かさりちようかわかみ

　　８９４-０５０７・鹿児島県奄美市笠利町喜瀬・かさりちようきせ

　　８９４-０５１１・鹿児島県奄美市笠利町里・かさりちようさと

　　８９４-０６２７・鹿児島県奄美市笠利町佐仁・かさりちようさに

　　８９４-０６２４・鹿児島県奄美市笠利町須野・かさりちようすの

　　８９４-０５０４・鹿児島県奄美市笠利町節田,5・かさりちようせつた

　　８９４-０５１３・鹿児島県奄美市笠利町外金久・かさりちようそとがねく

　　８９４-０５０５・鹿児島県奄美市笠利町平・かさりちようたいら

　　８９４-０５０６・鹿児島県奄美市笠利町手花部・かさりちようてけぶ

　　８９４-０５１２・鹿児島県奄美市笠利町中金久・かさりちようなかがねく

　　８９４-０６２３・鹿児島県奄美市笠利町辺留・かさりちようべる

　　８９４-０５０２・鹿児島県奄美市笠利町万屋・かさりちようまんや

　　８９４-０６２６・鹿児島県奄美市笠利町屋仁・かさりちようやに

　　８９４-０６２１・鹿児島県奄美市笠利町用・かさりちようよう

　　８９４-０５０８・鹿児島県奄美市笠利町用安・かさりちようようあん

　　８９４-０５０３・鹿児島県奄美市笠利町和野・かさりちようわの

　　８９４-１２０１・鹿児島県奄美市住用町石原・すみようちよういしはら

　　８９４-１３２１・鹿児島県奄美市住用町市・すみようちよういち

　　８９４-１２０３・鹿児島県奄美市住用町神屋・すみようちようかみや

　　８９４-１１１５・鹿児島県奄美市住用町川内・すみようちようかわうち

　　８９４-１１１１・鹿児島県奄美市住用町城・すみようちようぐすく

　　８９４-１１１６・鹿児島県奄美市住用町摺勝・すみようちようすりがち

　　８９４-１２０２・鹿児島県奄美市住用町西仲間・すみようちようにしなかま

　　８９４-１１１４・鹿児島県奄美市住用町東仲間・すみようちようひがしなかま

　　８９４-１１１３・鹿児島県奄美市住用町見里・すみようちようみざと

　　８９４-１２０５・鹿児島県奄美市住用町役勝・すみようちようやくがち

　　８９４-１３０４・鹿児島県奄美市住用町山間（４９３～５９２）・すみようちようやんま(とだま)

　　８９４-１３０４・鹿児島県奄美市住用町山間（戸玉）・すみようちようやんま(とだま)

　　８９４-１２０４・鹿児島県奄美市住用町山間（その他）・すみようちようやんま(そのた)

　　８９４-１１１２・鹿児島県奄美市住用町和瀬・すみようちようわせ

　　８９４-０７７３・鹿児島県奄美市名瀬朝戸・なぜあさと

　　８９４-００４３・鹿児島県奄美市名瀬朝仁・なぜあさに

　　８９４-００４１・鹿児島県奄美市名瀬朝仁新町・なぜあさにしんまち

　　８９４-００４２・鹿児島県奄美市名瀬朝仁町・なぜあさにちよう

　　８９４-００６１・鹿児島県奄美市名瀬朝日町・なぜあさひちよう

　　８９４-０３５１・鹿児島県奄美市名瀬芦花部・なぜあしけぶ

　　８９４-０００２・鹿児島県奄美市名瀬有屋・なぜありや

　　８９４-００６２・鹿児島県奄美市名瀬有屋町・なぜありやちよう

　　８９４-０３５２・鹿児島県奄美市名瀬有良・なぜありら

　　８９４-００１１・鹿児島県奄美市名瀬安勝町・なぜあんがちちよう

　　８９４-００１７・鹿児島県奄美市名瀬石橋町・なぜいしはﾞしちよう

　　８９４-０７７４・鹿児島県奄美市名瀬伊津部勝・なぜいつぶがち

　　８９４-００２１・鹿児島県奄美市名瀬伊津部町・なぜいつぶちよう

　　８９４-００２４・鹿児島県奄美市名瀬井根町・なぜいねちよう

　　８９４-００３４・鹿児島県奄美市名瀬入舟町・なぜいりふねちよう

　　８９４-０１０８・鹿児島県奄美市名瀬浦上（小又）・なぜうらがみ(こまた)

　　８９４-０００８・鹿児島県奄美市名瀬浦上（その他）・なぜうらがみ(そのた)



　　８９４-００６８・鹿児島県奄美市名瀬浦上町・なぜうらがみちよう

　　８９４-００１３・鹿児島県奄美市名瀬春日町・なぜかすがちよう

　　８９４-００３１・鹿児島県奄美市名瀬金久町・なぜかねくちよう

　　８９４-００２２・鹿児島県奄美市名瀬久里町・なぜくさとちよう

　　８９４-００４６・鹿児島県奄美市名瀬小宿・なぜこしゆく

　　８９４-０００６・鹿児島県奄美市名瀬小浜町・なぜこはまちよう

　　８９４-００１２・鹿児島県奄美市名瀬小俣町・なぜこまたちよう

　　８９４-０７７１・鹿児島県奄美市名瀬小湊・なぜこみなと

　　８９４-００２５・鹿児島県奄美市名瀬幸町・なぜさいわいちよう

　　８９４-０７７６・鹿児島県奄美市名瀬崎原・なぜさきはﾞる

　　８９４-０００５・鹿児島県奄美市名瀬佐大熊町・なぜさだいくまちよう

　　８９４-００３５・鹿児島県奄美市名瀬塩浜町・なぜしおはまちよう

　　８９４-００２７・鹿児島県奄美市名瀬末広町・なぜすえひろちよう

　　８９４-０００１・鹿児島県奄美市名瀬大熊・なぜだいくま

　　８９４-０００９・鹿児島県奄美市名瀬大熊町・なぜだいくまちよう

　　８９４-００４７・鹿児島県奄美市名瀬知名瀬・なぜちなせ

　　８９４-０００３・鹿児島県奄美市名瀬仲勝・なぜなかがち

　　８９４-００６３・鹿児島県奄美市名瀬仲勝町・なぜなかがちちよう

　　８９４-００２３・鹿児島県奄美市名瀬永田町・なぜながたちよう

　　８９４-００３６・鹿児島県奄美市名瀬長浜町・なぜながはまちよう

　　８９４-０７７５・鹿児島県奄美市名瀬名瀬勝・なぜなぜがち

　　８９４-０７７２・鹿児島県奄美市名瀬西仲勝・なぜにしなかがち

　　８９４-００４８・鹿児島県奄美市名瀬根瀬部・なぜねせぶ

　　８９４-０００４・鹿児島県奄美市名瀬鳩浜町・なぜはとはまちよう

　　８９４-００４４・鹿児島県奄美市名瀬浜里町・なぜはまさとちよう

　　８９４-００１４・鹿児島県奄美市名瀬平田町・なぜひらたちよう

　　８９４-００４５・鹿児島県奄美市名瀬平松町・なぜひらまつちよう

　　８９４-００１６・鹿児島県奄美市名瀬古田町・なぜふるたちよう

　　８９４-００１５・鹿児島県奄美市名瀬真名津町・なぜまなつﾞちよう

　　８９４-００２６・鹿児島県奄美市名瀬港町・なぜみなとまち

　　８９４-００３２・鹿児島県奄美市名瀬柳町・なぜやなぎまち

　　８９４-００３３・鹿児島県奄美市名瀬矢之脇町・なぜやのわきちよう

　　８９４-０００７・鹿児島県奄美市名瀬和光町・なぜわこうちよう

　　８９７-０２００・鹿児島県南九州市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８９１-０７０５・鹿児島県南九州市頴娃町上別府・えいちようかみべつふﾟ

　　８９１-０７０１・鹿児島県南九州市頴娃町郡・えいちようこおり

　　８９１-０７０３・鹿児島県南九州市頴娃町御領・えいちようごりよう

　　８９１-０７０４・鹿児島県南九州市頴娃町別府・えいちようべつふﾟ

　　８９１-０７０２・鹿児島県南九州市頴娃町牧之内・えいちようまきのうち

　　８９７-０２１２・鹿児島県南九州市川辺町今田・かわなべちよういまだ

　　８９７-０２１３・鹿児島県南九州市川辺町小野・かわなべちようおの

　　８９７-０１３１・鹿児島県南九州市川辺町上山田・かわなべちようかみやまだ

　　８９７-０２０２・鹿児島県南九州市川辺町清水・かわなべちようきよみず

　　８９７-０２０１・鹿児島県南九州市川辺町神殿・かわなべちようこうどの

　　８９７-０１３３・鹿児島県南九州市川辺町下山田・かわなべちようしもやまだ

　　８９７-０２２３・鹿児島県南九州市川辺町高田・かわなべちようたかた

　　８９７-０２２１・鹿児島県南九州市川辺町田部田・かわなべちようたべた

　　８９７-０２２２・鹿児島県南九州市川辺町永田・かわなべちようながた

　　８９７-０１３２・鹿児島県南九州市川辺町中山田・かわなべちようなかやまだ

　　８９７-０２０３・鹿児島県南九州市川辺町野崎・かわなべちようのさき

　　８９７-０２０５・鹿児島県南九州市川辺町野間・かわなべちようのま

　　８９７-０２１５・鹿児島県南九州市川辺町平山・かわなべちようひらやま

　　８９７-０２０４・鹿児島県南九州市川辺町古殿・かわなべちようふるとの

　　８９７-０２１４・鹿児島県南九州市川辺町宮・かわなべちようみや

　　８９７-０２２４・鹿児島県南九州市川辺町本別府・かわなべちようもとべつふﾟ

　　８９７-０２１１・鹿児島県南九州市川辺町両添・かわなべちようりようぞえ

　　８９７-０３０１・鹿児島県南九州市知覧町厚地・ちらんちようあつち

　　８９７-０３０２・鹿児島県南九州市知覧町郡・ちらんちようこおり

　　８９１-０９１１・鹿児島県南九州市知覧町塩屋・ちらんちようしおや

　　８９７-０３０５・鹿児島県南九州市知覧町瀬世・ちらんちようせせ

　　８９７-０３０３・鹿児島県南九州市知覧町永里・ちらんちようながさと

　　８９７-０３０６・鹿児島県南九州市知覧町西元・ちらんちようにしもと

　　８９７-０３０４・鹿児島県南九州市知覧町東別府・ちらんちようひがしべつふﾟ

　　８９１-０９１２・鹿児島県南九州市知覧町南別府・ちらんちようみなみべつふﾟ

　　８９５-２５００・鹿児島県伊佐市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８９５-２５０４・鹿児島県伊佐市大口青木・おおくちあおき

　　８９５-２５０１・鹿児島県伊佐市大口牛尾・おおくちうしお

　　８９５-２５２２・鹿児島県伊佐市大口大島・おおくちおおしま

　　８９５-２５０７・鹿児島県伊佐市大口大田・おおくちおおた

　　８９５-２５２３・鹿児島県伊佐市大口金波田・おおくちかなはだ



　　８９５-２５１３・鹿児島県伊佐市大口上町・おおくちかみまち

　　８９５-２５２８・鹿児島県伊佐市大口川岩瀬・おおくちかわいわぜ

　　８９５-２５０２・鹿児島県伊佐市大口木ノ氏・おおくちきのうじ

　　８９５-２６３４・鹿児島県伊佐市大口小川内・おおくちこがわうち

　　８９５-２６３１・鹿児島県伊佐市大口小木原・おおくちこぎはら

　　８９５-２５１１・鹿児島県伊佐市大口里・おおくちさと

　　８９５-２５０３・鹿児島県伊佐市大口篠原・おおくちしのはら

　　８９５-２５２５・鹿児島県伊佐市大口下殿・おおくちしもとの

　　８９５-２５２９・鹿児島県伊佐市大口白木・おおくちしらき

　　８９５-２４４１・鹿児島県伊佐市大口曽木・おおくちそぎ

　　８９５-２５２７・鹿児島県伊佐市大口田代・おおくちたしろ

　　８９５-２５２４・鹿児島県伊佐市大口堂崎・おおくちどうざき

　　８９５-２５２１・鹿児島県伊佐市大口鳥巣・おおくちとりす

　　８９５-２５０６・鹿児島県伊佐市大口原田・おおくちはらだ

　　８９５-２４４２・鹿児島県伊佐市大口針持・おおくちはりもち

　　８９５-２６３３・鹿児島県伊佐市大口平出水・おおくちひらいずみ

　　８９５-２６３２・鹿児島県伊佐市大口渕辺・おおくちふちべ

　　８９５-２５２６・鹿児島県伊佐市大口宮人・おおくちみやひと

　　８９５-２５０５・鹿児島県伊佐市大口目丸・おおくちめまる

　　８９５-２５１２・鹿児島県伊佐市大口元町・おおくちもとまち

　　８９５-２６３５・鹿児島県伊佐市大口山野・おおくちやまの

　　８９５-２８１１・鹿児島県伊佐市菱刈荒田・ひしかりあらた

　　８９５-２７０４・鹿児島県伊佐市菱刈市山・ひしかりいちやま

　　８９５-２７０８・鹿児島県伊佐市菱刈川北・ひしかりかわきた

　　８９５-２８１２・鹿児島県伊佐市菱刈川南・ひしかりかわみなみ

　　８９５-２７０５・鹿児島県伊佐市菱刈重留・ひしかりしげとめ

　　８９５-２７０２・鹿児島県伊佐市菱刈下手・ひしかりしもで

　　８９５-２７０６・鹿児島県伊佐市菱刈田中・ひしかりたなか

　　８９５-２７０７・鹿児島県伊佐市菱刈徳辺・ひしかりとくべ

　　８９５-２７０３・鹿児島県伊佐市菱刈花北・ひしかりはなきた

　　８９５-２７０１・鹿児島県伊佐市菱刈前目・ひしかりまえめ

　　８９５-２８１３・鹿児島県伊佐市菱刈南浦・ひしかりみなみうら

　　８９９-５４００・鹿児島県姶良市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８９９-５６５３・鹿児島県姶良市池島町・いけじままち

　　８９９-５５４４・鹿児島県姶良市大山・おおやま

　　８９９-５２１３・鹿児島県姶良市加治木町朝日町・かじきちようあさひまち

　　８９９-５２１４・鹿児島県姶良市加治木町仮屋町・かじきちようかりやまち

　　８９９-５２４１・鹿児島県姶良市加治木町木田・かじきちようきだ

　　８９９-５２２２・鹿児島県姶良市加治木町錦江町・かじきちようきんこうまち

　　８９９-５２０３・鹿児島県姶良市加治木町小山田・かじきちようこやまだ

　　８９９-５２２３・鹿児島県姶良市加治木町新生町・かじきちようしんせいまち

　　８９９-５２１１・鹿児島県姶良市加治木町新富町・かじきちようしんとみまち

　　８９９-５２１２・鹿児島県姶良市加治木町諏訪町・かじきちようすわまち

　　８９９-５２３１・鹿児島県姶良市加治木町反土・かじきちようたんど

　　８９９-５２０１・鹿児島県姶良市加治木町西別府・かじきちようにしべつふﾟ

　　８９９-５２０４・鹿児島県姶良市加治木町日木山・かじきちようひきやま

　　８９９-５２０２・鹿児島県姶良市加治木町辺川・かじきちようへがわ

　　８９９-５２２１・鹿児島県姶良市加治木町港町・かじきちようみなとまち

　　８９９-５２１５・鹿児島県姶良市加治木町本町・かじきちようもとまち

　　８９９-５５４２・鹿児島県姶良市上名・かみみよう

　　８９９-５３０１・鹿児島県姶良市蒲生町漆・ かもうちよううるじ

　　８９９-５３０２・鹿児島県姶良市蒲生町上久徳・かもうちようかみぎゆうとく

　　８９９-５３０３・鹿児島県姶良市蒲生町北・かもうちようきた

　　８９９-５３０４・鹿児島県姶良市蒲生町下久徳・かもうちようしもぎゆうとく

　　８９９-５３０５・鹿児島県姶良市蒲生町白男・かもうちようしらお

　　８９９-５３０６・鹿児島県姶良市蒲生町西浦・かもうちようにしうら

　　８９９-５３０７・鹿児島県姶良市蒲生町久末・かもうちようひさすえ

　　８９９-５３０８・鹿児島県姶良市蒲生町米丸・かもうちようよねまる

　　８９９-５５４１・鹿児島県姶良市北山・きたやま

　　８９９-５５４５・鹿児島県姶良市木津志・ きつﾞじ

　　８９９-５４１２・鹿児島県姶良市三拾町・さんじゆつちよう

　　８９９-５５４３・鹿児島県姶良市下名・しもみよう

　　８９９-５４０５・鹿児島県姶良市住吉・ すみよじ

　　８９９-５４０１・鹿児島県姶良市寺師・ てらじ

　　８９９-５４１３・鹿児島県姶良市豊留・とよどめ

　　８９９-５６５４・鹿児島県姶良市永池町・ながいけまち

　　８９９-５４０４・鹿児島県姶良市永瀬・ながせ

　　８９９-５４０２・鹿児島県姶良市中津野・なかつの

　　８９９-５４１１・鹿児島県姶良市鍋倉・なべくら

　　８９９-５６５６・鹿児島県姶良市西姶良・にしあいら



　　８９９-５４３３・鹿児島県姶良市西宮島町・にしみやじままち

　　８９９-５４３１・鹿児島県姶良市西餠田・にしもちだ

　　８９９-５４２１・鹿児島県姶良市東餠田・ひがしもちだ

　　８９９-５６５２・鹿児島県姶良市平松・ひらまつ

　　８９９-５４１４・鹿児島県姶良市深水・ふかみず

　　８９９-５６５５・鹿児島県姶良市船津・ふなつ

　　８９９-５４０３・鹿児島県姶良市増田・ますだ

　　８９９-５４２２・鹿児島県姶良市松原町・まつはﾞらまち

　　８９９-５４３２・鹿児島県姶良市宮島町・みやじままち

　　８９９-５６５１・鹿児島県姶良市脇元・わきもと

　　８９０-００００・鹿児島県鹿児島郡三島村・・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８９０-０９０１・鹿児島県鹿児島郡三島村硫黄島・いおうじま

　　８９０-０９０２・鹿児島県鹿児島郡三島村黒島・くろしま

　　８９０-０９０３・鹿児島県鹿児島郡三島村竹島・たけしま

　　８９１-５２００・鹿児島県鹿児島郡十島村・・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８９１-５２０４・鹿児島県鹿児島郡十島村悪石島・あくせきじま

　　８９１-５１０１・鹿児島県鹿児島郡十島村口之島・くちのしま

　　８９１-５２０５・鹿児島県鹿児島郡十島村小宝島・こだからじま

　　８９１-５２０３・鹿児島県鹿児島郡十島村諏訪之瀬島・すわのせじま

　　８９１-５２０２・鹿児島県鹿児島郡十島村平島・たいらじま

　　８９１-５３０１・鹿児島県鹿児島郡十島村宝島・たからじま

　　８９１-５２０１・鹿児島県鹿児島郡十島村中之島・なかのしま

　　８９５-１８００・鹿児島県薩摩郡さつま町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８９５-１８１４・鹿児島県薩摩郡さつま町旭町・あさひまち

　　８９５-２１０４・鹿児島県薩摩郡さつま町柏原・かしわはﾞる

　　８９５-２１３１・鹿児島県薩摩郡さつま町柊野・くきの

　　８９５-１７２２・鹿児島県薩摩郡さつま町久富木・くぶき

　　８９５-２２０１・鹿児島県薩摩郡さつま町求名・ぐみよう

　　８９５-２１０２・鹿児島県薩摩郡さつま町神子・ こうじ

　　８９５-２１０３・鹿児島県薩摩郡さつま町紫尾・しび

　　８９５-１８０５・鹿児島県薩摩郡さつま町白男川・しらおがわ

　　８９５-１８０２・鹿児島県薩摩郡さつま町田原・たはﾞる

　　８９５-２１０１・鹿児島県薩摩郡さつま町鶴田・つるだ

　　８９５-１８１６・鹿児島県薩摩郡さつま町時吉・ ときよじ

　　８９５-１８１３・鹿児島県薩摩郡さつま町轟町・とどろまち

　　８９５-１８０６・鹿児島県薩摩郡さつま町泊野・とまりの

　　８９５-１８１１・鹿児島県薩摩郡さつま町虎居・とらい

　　８９５-１８１２・鹿児島県薩摩郡さつま町虎居町・とらいまち

　　８９５-２２０２・鹿児島県薩摩郡さつま町中津川・なかつがわ

　　８９５-２２０３・鹿児島県薩摩郡さつま町永野・ながの

　　８９５-１８１５・鹿児島県薩摩郡さつま町西新町・にししんまち

　　８９５-１８０７・鹿児島県薩摩郡さつま町平川・ひらかわ

　　８９５-１８０１・鹿児島県薩摩郡さつま町広瀬・ひろせ

　　８９５-１７２３・鹿児島県薩摩郡さつま町二渡・ふたわたり

　　８９５-１８０４・鹿児島県薩摩郡さつま町船木・ふなき

　　８９５-１８０３・鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地・みやのじようやち

　　８９５-１７２１・鹿児島県薩摩郡さつま町山崎・やまさき

　　８９５-１８１７・鹿児島県薩摩郡さつま町湯田・ゆだ

　　８９９-１４００・鹿児島県出水郡長島町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８９９-１４０２・鹿児島県出水郡長島町浦底・うらそこ

　　８９９-１２１２・鹿児島県出水郡長島町川床・かわとこ

　　８９９-１３０１・鹿児島県出水郡長島町蔵之元・くらのもと

　　８９９-１３０３・鹿児島県出水郡長島町指江・さすえ

　　８９９-１５０１・鹿児島県出水郡長島町獅子島・ししじま

　　８９９-１３２１・鹿児島県出水郡長島町下山門野・しもやまどの

　　８９９-１３０４・鹿児島県出水郡長島町城川内・じようかわうち

　　８９９-１４０３・鹿児島県出水郡長島町諸浦・しようら

　　８９９-１４０１・鹿児島県出水郡長島町鷹巣・たかのす

　　８９９-１３０２・鹿児島県出水郡長島町平尾・ひらお

　　８９９-１２１１・鹿児島県出水郡長島町山門野・やまどの

　　８９９-６２００・鹿児島県姶良郡湧水町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８９９-６２０４・鹿児島県姶良郡湧水町稲葉崎・いなはﾞさき

　　８９９-６１０３・鹿児島県姶良郡湧水町川添・かわそえ

　　８９９-６１０４・鹿児島県姶良郡湧水町川西・ かわにじ

　　８９９-６２０２・鹿児島県姶良郡湧水町北方・きたかた

　　８９９-６２０５・鹿児島県姶良郡湧水町幸田・こうだ

　　８９９-６２０１・鹿児島県姶良郡湧水町木場・こはﾞ

　　８９９-６２０３・鹿児島県姶良郡湧水町田尾原・たおはﾞる

　　８９９-６２０６・鹿児島県姶良郡湧水町恒次・つねつぐ

　　８９９-６１０１・鹿児島県姶良郡湧水町鶴丸・つるまる



　　８９９-６１０２・鹿児島県姶良郡湧水町中津川・なかつがわ

　　８９９-６１０５・鹿児島県姶良郡湧水町般若寺・はんにやじ

　　８９９-６２０７・鹿児島県姶良郡湧水町米永・よねなが

　　８９９-７３００・鹿児島県曽於郡大崎町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８９９-７３０９・鹿児島県曽於郡大崎町井俣・いまた

　　８９９-７３０８・鹿児島県曽於郡大崎町岡別府・おかべつふﾟ

　　８９９-７３０５・鹿児島県曽於郡大崎町假宿・かりじゆく

　　８９９-７３０２・鹿児島県曽於郡大崎町神領・じんりよう

　　８９９-７３０６・鹿児島県曽於郡大崎町永吉・ ながよじ

　　８９９-８３１３・鹿児島県曽於郡大崎町野方・のがた

　　８９９-７３０１・鹿児島県曽於郡大崎町菱田・ひしだ

　　８９９-７３０３・鹿児島県曽於郡大崎町益丸・ますまる

　　８９９-７３０７・鹿児島県曽於郡大崎町持留・もちどめ

　　８９９-７３０４・鹿児島県曽於郡大崎町横瀬・よこせ

　　８９３-１６００・鹿児島県肝属郡東串良町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８９３-１６１２・鹿児島県肝属郡東串良町池之原・いけのはら

　　８９３-１６１１・鹿児島県肝属郡東串良町岩弘・いわひろ

　　８９３-１６１５・鹿児島県肝属郡東串良町川東・ かわひがじ

　　８９３-１６１３・鹿児島県肝属郡東串良町川西・ かわにじ

　　８９３-１６１４・鹿児島県肝属郡東串良町新川西・ しんかわにじ

　　８９３-２３００・鹿児島県肝属郡錦江町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８９３-２３０１・鹿児島県肝属郡錦江町神川・かみかわ

　　８９３-２３０２・鹿児島県肝属郡錦江町城元・しろもと

　　８９３-２４０２・鹿児島県肝属郡錦江町田代川原・たしろかわはら

　　８９３-２４０１・鹿児島県肝属郡錦江町田代麓・たしろふもと

　　８９３-２３０３・鹿児島県肝属郡錦江町馬場・はﾞはﾞ

　　８９３-２５００・鹿児島県肝属郡南大隅町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８９３-２６０１・鹿児島県肝属郡南大隅町佐多伊座敷・さたいざしき

　　８９３-２６０３・鹿児島県肝属郡南大隅町佐多郡・さたこおり

　　８９３-２６０２・鹿児島県肝属郡南大隅町佐多辺塚・さたへつか

　　８９３-２６０４・鹿児島県肝属郡南大隅町佐多馬籠・さたまごめ

　　８９３-２５０１・鹿児島県肝属郡南大隅町根占川北・ねじめかわきた

　　８９３-２５０２・鹿児島県肝属郡南大隅町根占川南・ねじめかわみなみ

　　８９３-２５０５・鹿児島県肝属郡南大隅町根占辺田・ねじめへた

　　８９３-２５０４・鹿児島県肝属郡南大隅町根占山本・ねじめやまもと

　　８９３-２５０３・鹿児島県肝属郡南大隅町根占横別府・ねじめよこべつふﾟ

　　８９３-１２００・鹿児島県肝属郡肝付町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８９３-１２０３・鹿児島県肝属郡肝付町後田・うしろだ

　　８９３-１５１１・鹿児島県肝属郡肝付町岸良・きしら

　　８９３-１４０１・鹿児島県肝属郡肝付町北方・きたかた

　　８９３-１２０４・鹿児島県肝属郡肝付町富山・とみやま

　　８９３-１２０７・鹿児島県肝属郡肝付町新富・にいとみ

　　８９３-１２０１・鹿児島県肝属郡肝付町野崎・のさき

　　８９３-１２０２・鹿児島県肝属郡肝付町波見・はみ

　　８９３-１２０６・鹿児島県肝属郡肝付町前田・まえだ

　　８９３-１４０２・鹿児島県肝属郡肝付町南方・みなみかた

　　８９３-１２０５・鹿児島県肝属郡肝付町宮下・みやげ

　　８９１-３６００・鹿児島県熊毛郡中種子町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８９１-３６０６・鹿児島県熊毛郡中種子町坂井・さかい

　　８９１-３６０７・鹿児島県熊毛郡中種子町田島・たしま

　　８９１-３６０１・鹿児島県熊毛郡中種子町納官・のうかん

　　８９１-３６０４・鹿児島県熊毛郡中種子町野間・のま

　　８９１-３６０２・鹿児島県熊毛郡中種子町牧川・まきがわ

　　８９１-３６０３・鹿児島県熊毛郡中種子町増田・ますだ

　　８９１-３６０５・鹿児島県熊毛郡中種子町油久・ゆく

　　８９１-３７００・鹿児島県熊毛郡南種子町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８９１-３７０３・鹿児島県熊毛郡南種子町茎永・くきなが

　　８９１-３７０６・鹿児島県熊毛郡南種子町島間・しまま

　　８９１-３７０１・鹿児島県熊毛郡南種子町中之上・なかのかみ

　　８９１-３７０４・鹿児島県熊毛郡南種子町中之下・なかのしも

　　８９１-３７０５・鹿児島県熊毛郡南種子町西之・にしの

　　８９１-３７０２・鹿児島県熊毛郡南種子町平山・ひらやま

　　８９１-４２００・鹿児島県熊毛郡屋久島町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８９１-４３１１・鹿児島県熊毛郡屋久島町安房・あんほﾞう

　　８９１-４２０３・鹿児島県熊毛郡屋久島町一湊・いつそう

　　８９１-４４０４・鹿児島県熊毛郡屋久島町尾之間・おのあいだ

　　８９１-４２０６・鹿児島県熊毛郡屋久島町楠川・くすがわ

　　８９１-４２０８・鹿児島県熊毛郡屋久島町口永良部島・くちえらぶじま

　　８９１-４４０９・鹿児島県熊毛郡屋久島町栗生・くりお

　　８９１-４４０５・鹿児島県熊毛郡屋久島町小島・こしま



　　８９１-４２０７・鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田・こせだ

　　８９１-４２０４・鹿児島県熊毛郡屋久島町志戸子・しとご

　　８９１-４２０１・鹿児島県熊毛郡屋久島町永田・ながた

　　８９１-４４０８・鹿児島県熊毛郡屋久島町中間・なかま

　　８９１-４４０３・鹿児島県熊毛郡屋久島町原・はら

　　８９１-４４０６・鹿児島県熊毛郡屋久島町平内・ひらうち

　　８９１-４３１２・鹿児島県熊毛郡屋久島町船行・ふなゆき

　　８９１-４２０５・鹿児島県熊毛郡屋久島町宮之浦・みやのうら

　　８９１-４４０１・鹿児島県熊毛郡屋久島町麦生（高平）・むぎお(たかびら)

　　８９１-４４０２・鹿児島県熊毛郡屋久島町麦生（その他）・むぎお(そのた)

　　８９１-４４０７・鹿児島県熊毛郡屋久島町湯泊・ゆどまり

　　８９１-４２０２・鹿児島県熊毛郡屋久島町吉田・よしだ

　　８９４-３１００・鹿児島県大島郡大和村・・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８９４-３２１４・鹿児島県大島郡大和村今里・いまざと

　　８９４-３１０７・鹿児島県大島郡大和村大金久・おおがねく

　　８９４-３１０６・鹿児島県大島郡大和村大棚・おおだな

　　８９４-３１０４・鹿児島県大島郡大和村思勝・おんがち

　　８９４-３１０１・鹿児島県大島郡大和村国直・くになお

　　８９４-３２１３・鹿児島県大島郡大和村志戸勘・しどかん

　　８９４-３１０３・鹿児島県大島郡大和村津名久・つなぐ

　　８９４-３２１１・鹿児島県大島郡大和村戸円・とえん

　　８９４-３２１２・鹿児島県大島郡大和村名音・なおん

　　８９４-３１０５・鹿児島県大島郡大和村大和浜・やまとはま

　　８９４-３１０２・鹿児島県大島郡大和村湯湾釜・ゆわんがま

　　８９４-３３００・鹿児島県大島郡宇検村・・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８９４-３３０２・鹿児島県大島郡宇検村芦検・あしけん

　　８９４-３６３２・鹿児島県大島郡宇検村阿室・あむろ

　　８９４-３４１３・鹿児島県大島郡宇検村生勝・いけがち

　　８９４-３３０５・鹿児島県大島郡宇検村石良・いしら

　　８９４-３４１１・鹿児島県大島郡宇検村宇検・うけん

　　８９４-３４１２・鹿児島県大島郡宇検村, 久志"・ くじ

　　８９４-３５２２・鹿児島県大島郡宇検村佐念・さねん

　　８９４-３３０４・鹿児島県大島郡宇検村須古・すこ

　　８９４-３３０３・鹿児島県大島郡宇検村田検・たけん

　　８９４-３５２１・鹿児島県大島郡宇検村名柄・ながら

　　８９４-３５２３・鹿児島県大島郡宇検村部連・ぶれん

　　８９４-３６３１・鹿児島県大島郡宇検村平田・へだ

　　８９４-３６３３・鹿児島県大島郡宇検村屋鈍・やどん

　　８９４-３３０１・鹿児島県大島郡宇検村湯湾・ゆわん

　　８９４-１５００・鹿児島県大島郡瀬戸内町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８９４-２２３４・鹿児島県大島郡瀬戸内町秋徳・あきとく

　　８９４-１５１１・鹿児島県大島郡瀬戸内町阿木名・あぎな

　　８９４-２４１１・鹿児島県大島郡瀬戸内町阿多地・あだち

　　８９４-１７４４・鹿児島県大島郡瀬戸内町阿鉄・あてつ

　　８９４-１５１３・鹿児島県大島郡瀬戸内町網野子・あみのこ

　　８９４-１７４２・鹿児島県大島郡瀬戸内町阿室釜・あむろがま

　　８９４-２５０１・鹿児島県大島郡瀬戸内町池地・いけじ

　　８９４-２１４２・鹿児島県大島郡瀬戸内町生間・いけんま

　　８９４-２２３６・鹿児島県大島郡瀬戸内町伊子茂・いこも

　　８９４-１５２４・鹿児島県大島郡瀬戸内町伊須・いす

　　８９４-２５０２・鹿児島県大島郡瀬戸内町請阿室・うけあむろ

　　８９４-２２３５・鹿児島県大島郡瀬戸内町於斉・おさい

　　８９４-２２３１・鹿児島県大島郡瀬戸内町押角・おしかく

　　８９４-１５１２・鹿児島県大島郡瀬戸内町勝浦・かちうら

　　８９４-２２３２・鹿児島県大島郡瀬戸内町勝能・かちゆき

　　８９４-１５２２・鹿児島県大島郡瀬戸内町嘉鉄・かてつ

　　８９４-１５１５・鹿児島県大島郡瀬戸内町嘉徳・かとく

　　８９４-２４１３・鹿児島県大島郡瀬戸内町嘉入・かにゆう

　　８９４-２４１７・鹿児島県大島郡瀬戸内町木慈・きじ

　　８９４-１８５１・鹿児島県大島郡瀬戸内町久慈・くじ

　　８９４-１８５４・鹿児島県大島郡瀬戸内町管鈍・くだどん

　　８９４-１７４６・鹿児島県大島郡瀬戸内町久根津・くねつ

　　８９４-１８５３・鹿児島県大島郡瀬戸内町花天・けてん

　　８９４-２２３７・鹿児島県大島郡瀬戸内町花富・けどみ

　　８９４-１８５２・鹿児島県大島郡瀬戸内町古志・ こじ

　　８９４-１７４３・鹿児島県大島郡瀬戸内町小名瀬・こなせ

　　８９４-１５０８・鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋・こにや

　　８９４-１５０３・鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋（大湊）・こにや(おおみなと)

　　８９４-１５０４・鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋（春日）・こにや(かすが)

　　８９４-１５０７・鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋（瀬久井）・こにや(せくい)



　　８９４-１５０１・鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋（高丘）・こにや(たかおか)

　　８９４-１５０６・鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋（船津）・こにや(ふなつ)

　　８９４-１５０５・鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋（松江）・こにや(まつえ)

　　８９４-１５０２・鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋（宮前）・こにや(みやまえ)

　　８９４-１５１０・鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋瀬久井西・ こにやせくいにじ

　　８９４-１５０９・鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋瀬久井東・ こにやせくいひがじ

　　８９４-２４０２・鹿児島県大島郡瀬戸内町薩川・さつかわ

　　８９４-２４０３・鹿児島県大島郡瀬戸内町実久・さねく

　　８９４-１７４１・鹿児島県大島郡瀬戸内町篠川・しのかわ

　　８９４-２４０４・鹿児島県大島郡瀬戸内町芝・しはﾞ

　　８９４-２１４４・鹿児島県大島郡瀬戸内町諸数・しよかず

　　８９４-２１４１・鹿児島県大島郡瀬戸内町諸鈍・しよどん

　　８９４-２４１２・鹿児島県大島郡瀬戸内町須子茂・すこも

　　８９４-１５２１・鹿児島県大島郡瀬戸内町清水・せいすい

　　８９４-２３２２・鹿児島県大島郡瀬戸内町瀬相・せそう

　　８９４-２４０１・鹿児島県大島郡瀬戸内町瀬武・せたけ

　　８９４-１５１４・鹿児島県大島郡瀬戸内町節子・せつこ

　　８９４-１５２３・鹿児島県大島郡瀬戸内町蘇刈・そかる

　　８９４-２４１６・鹿児島県大島郡瀬戸内町武名・たけな

　　８９４-２４１５・鹿児島県大島郡瀬戸内町知之浦・ちのうら

　　８９４-１５３１・鹿児島県大島郡瀬戸内町手安・てあん

　　８９４-２１４３・鹿児島県大島郡瀬戸内町渡連・どれん

　　８９４-２３２１・鹿児島県大島郡瀬戸内町西阿室・にしあむろ

　　８９４-１８５５・鹿児島県大島郡瀬戸内町西古見・にしこみ

　　８９４-２２３３・鹿児島県大島郡瀬戸内町野見山・のみやま

　　８９４-２３２３・鹿児島県大島郡瀬戸内町俵・ひよう

　　８９４-２４１４・鹿児島県大島郡瀬戸内町三浦・みうら

　　８９４-１７４５・鹿児島県大島郡瀬戸内町油井・ゆい

　　８９４-２６０１・鹿児島県大島郡瀬戸内町与路・よろ

　　８９４-０１００・鹿児島県大島郡龍郷町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８９４-０４１１・鹿児島県大島郡龍郷町赤尾木・あかおぎ

　　８９４-０３３３・鹿児島県大島郡龍郷町秋名・あきな

　　８９４-０４１２・鹿児島県大島郡龍郷町芦徳・あしとく

　　８９４-０３２３・鹿児島県大島郡龍郷町安木屋場・あんきやはﾞ

　　８９４-０３３２・鹿児島県大島郡龍郷町幾里・いくさと

　　８９４-０１０４・鹿児島県大島郡龍郷町浦・うら

　　８９４-０３２４・鹿児島県大島郡龍郷町円・えん

　　８９４-０１０５・鹿児島県大島郡龍郷町大勝・おおがち

　　８９４-０３３１・鹿児島県大島郡龍郷町嘉渡・かど

　　８９４-０３２２・鹿児島県大島郡龍郷町久場・くはﾞ

　　８９４-０１０２・鹿児島県大島郡龍郷町瀬留・せどめ

　　８９４-０３２１・鹿児島県大島郡龍郷町龍郷・たつごう

　　８９４-０１０３・鹿児島県大島郡龍郷町玉里・たまざと

　　８９４-０１０７・鹿児島県大島郡龍郷町戸口・とぐち

　　８９４-０１０６・鹿児島県大島郡龍郷町中勝・なかがち

　　８９４-０１０１・鹿児島県大島郡龍郷町屋入・やにゆう

　　８９１-６２００・鹿児島県大島郡喜界町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８９１-６２０１・鹿児島県大島郡喜界町赤連・あかれん

　　８９１-６１６２・鹿児島県大島郡喜界町阿伝・あでん

　　８９１-６２３１・鹿児島県大島郡喜界町荒木・あらき

　　８９１-６２２１・鹿児島県大島郡喜界町池治・いけじ

　　８９１-６２１７・鹿児島県大島郡喜界町伊砂・いさご

　　８９１-６１４１・鹿児島県大島郡喜界町伊実久・いさねく

　　８９１-６２２８・鹿児島県大島郡喜界町浦原・うらはら

　　８９１-６２１３・鹿児島県大島郡喜界町大朝戸・おおあさと

　　８９１-６１４２・鹿児島県大島郡喜界町小野津・おのつ

　　８９１-６１６１・鹿児島県大島郡喜界町嘉鈍・かどん

　　８９１-６２３３・鹿児島県大島郡喜界町上嘉鉄・かみかてつ

　　８９１-６２２７・鹿児島県大島郡喜界町川嶺・かわみね

　　８９１-６２２４・鹿児島県大島郡喜界町城久・ぐすく

　　８９１-６１６４・鹿児島県大島郡喜界町花良治・けらじ

　　８９１-６１６３・鹿児島県大島郡喜界町花良治（蒲生）・けらじ(がもう)

　　８９１-６２１６・鹿児島県大島郡喜界町坂嶺・さかみね

　　８９１-６２２９・鹿児島県大島郡喜界町先山・さきやま

　　８９１-６１４４・鹿児島県大島郡喜界町佐手久・さでく

　　８９１-６１５１・鹿児島県大島郡喜界町塩道・しおみち

　　８９１-６１４３・鹿児島県大島郡喜界町志戸桶・しとおけ

　　８９１-６２２２・鹿児島県大島郡喜界町島中・しまなか

　　８９１-６１５４・鹿児島県大島郡喜界町白水・しらみず

　　８９１-６１５２・鹿児島県大島郡喜界町早町・そうまち



　　８９１-６２２３・鹿児島県大島郡喜界町滝川・たきがわ

　　８９１-６２３２・鹿児島県大島郡喜界町手久津久・てくつﾞく

　　８９１-６２１５・鹿児島県大島郡喜界町中熊・なかぐま

　　８９１-６２１２・鹿児島県大島郡喜界町中熊（先内）・なかぐま(さきない)

　　８９１-６２０３・鹿児島県大島郡喜界町中里・なかさと

　　８９１-６２１１・鹿児島県大島郡喜界町中間・なかま

　　８９１-６１５３・鹿児島県大島郡喜界町長嶺・ながみね

　　８９１-６２１４・鹿児島県大島郡喜界町西目・にしめ

　　８９１-６２２６・鹿児島県大島郡喜界町羽里・はさと

　　８９１-６２２５・鹿児島県大島郡喜界町山田・やまだ

　　８９１-６２０２・鹿児島県大島郡喜界町湾・わん

　　８９１-７１００・鹿児島県大島郡徳之島町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８９１-７１１６・鹿児島県大島郡徳之島町旭ケ丘・あさひがおか

　　８９１-７１１４・鹿児島県大島郡徳之島町井之川・いのかわ

　　８９１-７１０４・鹿児島県大島郡徳之島町尾母・おも

　　８９１-７４２２・鹿児島県大島郡徳之島町金見・かなみ

　　８９１-７１１３・鹿児島県大島郡徳之島町神之嶺・かみのみね

　　８９１-７１０１・鹿児島県大島郡徳之島町亀津・かめつ

　　８９１-７１０２・鹿児島県大島郡徳之島町亀徳・かめとく

　　８９１-７４２５・鹿児島県大島郡徳之島町花徳・けどく

　　８９１-７４２３・鹿児島県大島郡徳之島町山・さん

　　８９１-７１１５・鹿児島県大島郡徳之島町下久志・ しもくじ

　　８９１-７１１２・鹿児島県大島郡徳之島町諸田・しよだ

　　８９１-７１０５・鹿児島県大島郡徳之島町白井・しらい

　　８９１-７４２１・鹿児島県大島郡徳之島町手々・てて

　　８９１-７１１１・鹿児島県大島郡徳之島町徳和瀬・とくわせ

　　８９１-７４２４・鹿児島県大島郡徳之島町轟木・とどろき

　　８９１-７４２６・鹿児島県大島郡徳之島町母間・ほﾞま

　　８９１-７１０３・鹿児島県大島郡徳之島町南原・みなみはら

　　８９１-７６００・鹿児島県大島郡天城町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８９１-７６０５・鹿児島県大島郡天城町浅間・あさま

　　８９１-７６１１・鹿児島県大島郡天城町天城・あまぎ

　　８９１-７６２２・鹿児島県大島郡天城町大津川・おおつかわ

　　８９１-７６０３・鹿児島県大島郡天城町岡前・おかぜん

　　８９１-７６２１・鹿児島県大島郡天城町兼久・かねく

　　８９１-７６２３・鹿児島県大島郡天城町瀬滝・せたき

　　８９１-７６２４・鹿児島県大島郡天城町当部・とうべ

　　８９１-７７３１・鹿児島県大島郡天城町西阿木名・にしあぎな

　　８９１-７６１２・鹿児島県大島郡天城町平土野・へとの

　　８９１-７６０４・鹿児島県大島郡天城町前野・まえの

　　８９１-７６０２・鹿児島県大島郡天城町松原・まつはﾞら

　　８９１-７６０１・鹿児島県大島郡天城町与名間・よなま

　　８９１-８３００・鹿児島県大島郡伊仙町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８９１-８３２２・鹿児島県大島郡伊仙町阿権・あごん

　　８９１-８２２１・鹿児島県大島郡伊仙町阿三（７９９の１～８６７)・あさん

　　８９１-８３２１・鹿児島県大島郡伊仙町阿三（その他）・あさん(そのた)

　　８９１-８２０１・鹿児島県大島郡伊仙町伊仙・いせん

　　８９１-８３２４・鹿児島県大島郡伊仙町糸木名・いときな

　　８９１-８３２７・鹿児島県大島郡伊仙町犬田布・いぬたぶ

　　８９１-８１１４・鹿児島県大島郡伊仙町面縄・おもなわ

　　８９１-８１１１・鹿児島県大島郡伊仙町喜念・きねん

　　８９１-８３２３・鹿児島県大島郡伊仙町木之香・きのこ

　　８９１-８２１６・鹿児島県大島郡伊仙町検福（４１６～５１６)・けんぶく

　　８９１-８１１６・鹿児島県大島郡伊仙町検福（その他）・けんぶく(そのた)

　　８９１-８３２９・鹿児島県大島郡伊仙町小島・こじま

　　８９１-８３２８・鹿児島県大島郡伊仙町崎原・さきはﾞる

　　８９１-８１１２・鹿児島県大島郡伊仙町佐弁・さべん

　　８９１-８１１７・鹿児島県大島郡伊仙町中山・なかやま

　　８９１-８３２６・鹿児島県大島郡伊仙町馬根・はﾞね

　　８９１-８１１５・鹿児島県大島郡伊仙町古里・ふるさと

　　８９１-８１１３・鹿児島県大島郡伊仙町目手久・めてぐ

　　８９１-８３２５・鹿児島県大島郡伊仙町八重竿・やえざお

　　８９１-９１００・鹿児島県大島郡和泊町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８９１-９１１４・鹿児島県大島郡和泊町畦布・あぜふ

　　８９１-９１１５・鹿児島県大島郡和泊町伊延・いのべ

　　８９１-９１１６・鹿児島県大島郡和泊町上手々知名・うえててちな

　　８９１-９１３１・鹿児島県大島郡和泊町内城・うちじろ

　　８９１-９１２５・鹿児島県大島郡和泊町大城・おおじろ

　　８９１-９１０２・鹿児島県大島郡和泊町喜美留・きびる

　　８９１-９１０１・鹿児島県大島郡和泊町国頭・くにがみ



　　８９１-９１３２・鹿児島県大島郡和泊町後蘭・ごらん

　　８９１-９１３６・鹿児島県大島郡和泊町瀬名・せな

　　８９１-９１３３・鹿児島県大島郡和泊町谷山・たにやま

　　８９１-９１２２・鹿児島県大島郡和泊町玉城・たまじろ

　　８９１-９１０３・鹿児島県大島郡和泊町出花・でぎ

　　８９１-９１１１・鹿児島県大島郡和泊町手々知名・てでちな

　　８９１-９１３５・鹿児島県大島郡和泊町永嶺・ながみね

　　８９１-９１３４・鹿児島県大島郡和泊町仁志・ にじ

　　８９１-９１０４・鹿児島県大島郡和泊町西原・にしはﾞる

　　８９１-９１２１・鹿児島県大島郡和泊町根折・ねおり

　　８９１-９１２４・鹿児島県大島郡和泊町古里・ふるさと

　　８９１-９１２３・鹿児島県大島郡和泊町皆川・みなかわ

　　８９１-９１１３・鹿児島県大島郡和泊町和・わ

　　８９１-９１１２・鹿児島県大島郡和泊町和泊・わどまり

　　８９１-９２００・鹿児島県大島郡知名町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８９１-９２０６・鹿児島県大島郡知名町赤嶺・あかみね

　　８９１-９２１１・鹿児島県大島郡知名町芦清良・あしきようら

　　８９１-９２０１・鹿児島県大島郡知名町余多・あまた

　　８９１-９２２１・鹿児島県大島郡知名町大津勘・おおつかん

　　８９１-９２３４・鹿児島県大島郡知名町上城・かみしろ

　　８９１-９２０４・鹿児島県大島郡知名町上平川・かみひらかわ

　　８９１-９２０５・鹿児島県大島郡知名町久志検・ぐしけん

　　８９１-９２１２・鹿児島県大島郡知名町黒貫・くろぬき

　　８９１-９２０７・鹿児島県大島郡知名町竿津・さおつﾞ

　　８９１-９２３３・鹿児島県大島郡知名町下城・しもじろ

　　８９１-９２０３・鹿児島県大島郡知名町下平川・しもひらかわ

　　８９１-９２３２・鹿児島県大島郡知名町新城・しんじよう

　　８９１-９２２３・鹿児島県大島郡知名町住吉・ すみよじ

　　８９１-９２１３・鹿児島県大島郡知名町瀬利覚・せりかく

　　８９１-９２３１・鹿児島県大島郡知名町田皆・たみな

　　８９１-９２１４・鹿児島県大島郡知名町知名・ちな

　　８９１-９２２２・鹿児島県大島郡知名町徳時・とくどき

　　８９１-９２２４・鹿児島県大島郡知名町正名・まさな

　　８９１-９２１５・鹿児島県大島郡知名町屋子母・やこも

　　８９１-９２０２・鹿児島県大島郡知名町屋者・やじや

　　８９１-９３００・鹿児島県大島郡与論町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８９１-９３０４・鹿児島県大島郡与論町朝戸・あさと

　　８９１-９３０９・鹿児島県大島郡与論町叶・かのう

　　８９１-９３０３・鹿児島県大島郡与論町城・ぐすく

　　８９１-９３０１・鹿児島県大島郡与論町茶花・ちやはﾞな

　　８９１-９３０８・鹿児島県大島郡与論町那間・なま

　　８９１-９３０５・鹿児島県大島郡与論町西区・にしく

　　８９１-９３０６・鹿児島県大島郡与論町東区・ひがしく

　　８９１-９３０７・鹿児島県大島郡与論町古里・ふるさと

　　８９１-９３０２・鹿児島県大島郡与論町立長・りつちよう




