
　　７８０-００００・高知県高知市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７８０-００５４・高知県高知市相生町・あいおいちよう

　　７８１-０８１３・高知県高知市青柳町・あおやぎちよう

　　７８０-０９３６・高知県高知市赤石町・あかいしちよう

　　７８０-８０７２・高知県高知市曙町・あけほﾞのちよう

　　７８０-８０６１・高知県高知市朝倉甲・あさくらこう

　　７８０-８０６２・高知県高知市朝倉乙・あさくらおつ

　　７８０-８０６３・高知県高知市朝倉丙・あさくらへい

　　７８０-８０６４・高知県高知市朝倉丁・あさくらてい

　　７８０-８０６５・高知県高知市朝倉戊・あさくらほﾞ

　　７８０-８０６６・高知県高知市朝倉己・あさくらき

　　７８０-８０７７・高知県高知市朝倉西町・あさくらにしまち

　　７８０-８０７６・高知県高知市朝倉東町・あさくらひがしまち

　　７８０-８０７５・高知県高知市朝倉南町・あさくらみなみまち

　　７８０-８０７４・高知県高知市朝倉横町・あさくらよこまち

　　７８０-８０７３・高知県高知市朝倉本町・あさくらほんまち

　　７８０-０９３８・高知県高知市旭駅前町・あさひえきまえちよう

　　７８０-０９４３・高知県高知市旭上町・あさひかみまち

　　７８０-０９５５・高知県高知市旭天神町・あさひてんじんちよう

　　７８０-０９３５・高知県高知市旭町・あさひまち

　　７８１-００１０・高知県高知市薊野・あぞうの

　　７８１-００１３・高知県高知市薊野中町・あぞうのなかまち

　　７８１-００１２・高知県高知市薊野東町・あぞうのひがしまち

　　７８１-００１５・高知県高知市薊野西町・あぞうのにしまち

　　７８１-００１４・高知県高知市薊野南町・あぞうのみなみまち

　　７８１-００１１・高知県高知市薊野北町・あぞうのきたまち

　　７８０-００５１・高知県高知市愛宕町・あたごまち

　　７８０-００２５・高知県高知市愛宕山・あたごやま

　　７８０-００２７・高知県高知市愛宕山南町・あたごやまみなみまち

　　７８０-０９２１・高知県高知市井口町・いぐちちよう

　　７８１-０１１１・高知県高知市池・いけ

　　７８０-８０３８・高知県高知市石立町・いしたてちよう

　　７８０-００６４・高知県高知市和泉町・いずみちよう

　　７８０-００４６・高知県高知市伊勢崎町・いせざきちよう

　　７８１-８１３０・高知県高知市一宮・いつく

　　７８１-８１３１・高知県高知市一宮しなね・いつくしなね

　　７８１-８１３３・高知県高知市一宮徳谷・いつくとくだに

　　７８１-８１３４・高知県高知市一宮中町・いつくなかまち

　　７８１-８１３６・高知県高知市一宮西町・いつくにしまち

　　７８１-８１３２・高知県高知市一宮東町・いつくひがしまち

　　７８１-８１３５・高知県高知市一宮南町・いつくみなみまち

　　７８１-０８１４・高知県高知市稲荷町・いなりちよう

　　７８０-００４１・高知県高知市入明町・いりあけちよう

　　７８０-０９４８・高知県高知市岩ケ淵・いわがぶち

　　７８０-８０８３・高知県高知市鵜来巣・うぐるす

　　７８１-８００８・高知県高知市潮新町・うしおしんまち

　　７８０-００３１・高知県高知市宇津野・うつの

　　７８０-８０１１・高知県高知市梅ノ辻・うめのつじ

　　７８１-０２６２・高知県高知市浦戸・うらど

　　７８０-０８４４・高知県高知市永国寺町・えいこくじちよう

　　７８０-００５３・高知県高知市駅前町・えきまえちよう

　　７８０-０９２８・高知県高知市越前町・えちぜんまち

　　７８１-００８６・高知県高知市海老ノ丸・えびのまる

　　７８０-０９７４・高知県高知市円行寺・えんぎようじ

　　７８０-０８４２・高知県高知市追手筋・おうてすじ

　　７８０-００５２・高知県高知市大川筋・おおかわすじ

　　７８０-０９４７・高知県高知市大谷・おおたに

　　７８０-８０８５・高知県高知市大谷公園町・おおたにこうえんちよう

　　７８１-５１０２・高知県高知市大津甲・おおつこう

　　７８１-５１０３・高知県高知市大津乙・おおつおつ

　　７８０-８０３１・高知県高知市大原町・おおはらちよう

　　７８１-０８０１・高知県高知市小倉町・おくらちよう

　　７８０-０９１５・高知県高知市小津町・おつﾞちよう

　　７８０-０８４１・高知県高知市帯屋町・おびやまち

　　７８０-００３２・高知県高知市加賀野井・かがのい

　　７８１-３１０４・高知県高知市鏡今井・かがみいまい

　　７８１-３１２４・高知県高知市鏡梅ノ木・かがみうめのき

　　７８１-３１０１・高知県高知市鏡大河内・かがみおおがち

　　７８１-３１０３・高知県高知市鏡大利・かがみおおり

　　７８１-３１１５・高知県高知市鏡柿ノ又・かがみかきのまた
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　　７８１-３１２３・高知県高知市鏡葛山・かがみかずらやま

　　７８１-３１０７・高知県高知市鏡狩山・かがみかりやま

　　７８１-３１０５・高知県高知市鏡草峰・かがみくさみね

　　７８１-３１０２・高知県高知市鏡小浜・かがみこはま

　　７８１-３１２５・高知県高知市鏡小山・かがみこやま

　　７８１-３１１２・高知県高知市鏡去坂・かがみさるさか

　　７８１-３１１４・高知県高知市鏡敷ノ山・かがみしきのやま

　　７８１-３１０６・高知県高知市鏡白岩・かがみしろいわ

　　７８１-３１１３・高知県高知市鏡竹奈路・かがみたけなろ

　　７８１-３１２２・高知県高知市鏡増原・かがみますはら

　　７８１-３１１１・高知県高知市鏡的渕・かがみまとぶち

　　７８１-３１２１・高知県高知市鏡横矢・かがみよこや

　　７８１-３１０８・高知県高知市鏡吉原・かがみよしはら

　　７８０-０９３３・高知県高知市鏡川町・かがみがわちよう

　　７８１-８１２１・高知県高知市葛島・かつﾞらしま

　　７８０-０９４６・高知県高知市上本宮町・かみほんぐうちよう

　　７８０-０９０１・高知県高知市上町・かみまち

　　７８０-８０５２・高知県高知市鴨部（丁目）・かもべ

　　７８０-８０５０・高知県高知市鴨部（その他）・かもべ(そのた)

　　７８０-８０５１・高知県高知市鴨部上町・かもべかみまち

　　７８０-８０７１・高知県高知市鴨部高町・かもべたかまち

　　７８０-０９９４・高知県高知市唐岩・からいわ

　　７８１-００７３・高知県高知市北金田・きたかなだ

　　７８１-００８１・高知県高知市北川添・きたかわぞえ

　　７８１-００８８・高知県高知市北久保・きたくほﾞ

　　７８１-００８３・高知県高知市北御座・きたござ

　　７８１-８００３・高知県高知市北新田町・きたしんたちよう

　　７８０-００２２・高知県高知市北秦泉寺・きたじんぜんじ

　　７８０-８０２８・高知県高知市北高見町・きたたかみちよう

　　７８０-８０１９・高知県高知市北竹島町・きたたけしまちよう

　　７８０-８０２６・高知県高知市北中山・きたなかやま

　　７８０-０９１３・高知県高知市北八反町・きたはつたんちよう

　　７８０-０９５６・高知県高知市北端町・きたはﾞたちよう

　　７８０-００５６・高知県高知市北本町・きたほんまち

　　７８１-８１２６・高知県高知市吸江・ぎゆうこう

　　７８１-０８３２・高知県高知市九反田・くたんだ

　　７８０-０９６３・高知県高知市口細山・くちほそやま

　　７８０-０００１・高知県高知市久礼野・くれの

　　７８１-５１０５・高知県高知市介良甲・けらこう

　　７８１-５１０６・高知県高知市介良乙・けらおつ

　　７８１-５１０７・高知県高知市介良丙・けらへい

　　７８１-５１０４・高知県高知市介良（その他）・けら(そのた)

　　７８０-８０３２・高知県高知市小石木町・こいしぎちよう

　　７８１-０８１１・高知県高知市弘化台・こうかだい

　　７８０-８０３３・高知県高知市幸崎・こうざき

　　７８０-８０４０・高知県高知市神田・こうだ

　　７８０-８０３５・高知県高知市河ノ瀬町・ごうのせちよう

　　７８０-００５５・高知県高知市江陽町・こうようちよう

　　７８１-８１２５・高知県高知市五台山・ごだいさん

　　７８０-００４３・高知県高知市寿町・ことぶきちよう

　　７８０-００４５・高知県高知市幸町・さいわいちよう

　　７８０-０８２３・高知県高知市菜園場町・さえんはﾞちよう

　　７８０-０８３４・高知県高知市堺町・さかいまち

　　７８０-００６１・高知県高知市栄田町・さかえだちよう

　　７８０-００４７・高知県高知市相模町・さがみちよう

　　７８０-０８２１・高知県高知市桜井町・さくらいちよう

　　７８０-０９２９・高知県高知市桜馬場・さくらはﾞはﾞ

　　７８０-０９５４・高知県高知市佐々木町・ささきちよう

　　７８０-０９２３・高知県高知市三ノ丸・さんのまる

　　７８１-８０１０・高知県高知市桟橋通・さんはﾞしどおり

　　７８０-００６５・高知県高知市塩田町・しおたちよう

　　７８１-５１０８・高知県高知市潮見台・しおみだい

　　７８０-８０１４・高知県高知市塩屋崎町・しおやざきまち

　　７８０-０００２・高知県高知市重倉・しげくら

　　７８１-０８０５・高知県高知市東雲町・しののめちよう

　　７８０-０９７５・高知県高知市柴巻・しはﾞまき

　　７８０-０９３４・高知県高知市下島町・しもじまちよう

　　７８０-０９１６・高知県高知市城北町・じようほくちよう

　　７８０-８０３７・高知県高知市城山町・じようやまちよう

　　７８０-０９９６・高知県高知市上里・じようり



　　７８０-００６３・高知県高知市昭和町・しようわまち

　　７８０-０８２４・高知県高知市城見町・しろみちよう

　　７８１-８００４・高知県高知市新田町・しんたちよう

　　７８０-００６２・高知県高知市新本町・しんほんまち

　　７８０-０９１１・高知県高知市新屋敷・しんやしき

　　７８０-０９４４・高知県高知市水源町・すいげんちよう

　　７８０-０９０３・高知県高知市水通町・すいどうちよう

　　７８０-００７２・高知県高知市杉井流・すぎいる

　　７８１-０２５０・高知県高知市瀬戸・せと

　　７８１-０２５２・高知県高知市瀬戸東町・せとひがしまち

　　７８１-０２５１・高知県高知市瀬戸西町・せとにしまち

　　７８１-０２５３・高知県高知市瀬戸南町・せとみなみまち

　　７８０-０９９１・高知県高知市宗安寺・そうあんじ

　　７８０-０９２６・高知県高知市大膳町・だいぜんちよう

　　７８０-０８６２・高知県高知市鷹匠町・たかじようまち

　　７８１-８１２３・高知県高知市高須・たかす

　　７８１-８１０４・高知県高知市高須（丁目）・たかす

　　７８１-８１１１・高知県高知市高須大島・たかすおおしま

　　７８１-８１１２・高知県高知市高須大谷・たかすおおたに

　　７８１-８１０３・高知県高知市高須新木・たかすしんぎ

　　７８１-８１２２・高知県高知市高須新町・たかすしんまち

　　７８１-８１０１・高知県高知市高須砂地・たかすすなちﾞ

　　７８１-８１１３・高知県高知市高須絶海・たかすたるみ

　　７８１-８１１４・高知県高知市高須西町・たかすにしまち

　　７８１-８１０５・高知県高知市高須東町・たかすひがしまち

　　７８１-８１０２・高知県高知市高須本町・たかすほんまち

　　７８０-００７１・高知県高知市高そね・たかそね

　　７８０-８０２７・高知県高知市高見町・たかみちよう

　　７８０-０９１４・高知県高知市宝町・たからまち

　　７８０-８０１８・高知県高知市竹島町・たけしまちよう

　　７８１-０１１３・高知県高知市種崎・たねざき

　　７８０-０９３１・高知県高知市玉水町・たまみずちよう

　　７８１-０８０６・高知県高知市知寄町・ちよりちよう

　　７８０-０９５２・高知県高知市塚ノ原・つかのはら

　　７８０-８０１２・高知県高知市天神町・てんじんちよう

　　７８１-８００１・高知県高知市土居町・どいまち

　　７８０-０８６４・高知県高知市唐人町・とうじんまち

　　７８１-０１１４・高知県高知市十津・とおつﾞ

　　７８０-０９０４・高知県高知市通町・とおりちよう

　　７８１-３２０１・高知県高知市土佐山・とさやま

　　７８１-３２１２・高知県高知市土佐山梶谷・とさやまかじたに

　　７８１-３２２１・高知県高知市土佐山桑尾・とさやまくわお

　　７８１-３２１４・高知県高知市土佐山菖蒲・とさやましようぶ

　　７８１-３２１１・高知県高知市土佐山高川・とさやまたかかわ

　　７８１-３２０２・高知県高知市土佐山都網・とさやまつあみ

　　７８１-３２２３・高知県高知市土佐山中切・とさやまなかぎり

　　７８１-３２１３・高知県高知市土佐山西川・とさやまにしがわ

　　７８１-３２２２・高知県高知市土佐山東川・とさやまひがしかわ

　　７８１-３２０３・高知県高知市土佐山弘瀬・とさやまひろせ

　　７８０-０９４９・高知県高知市鳥越・とりごえ

　　７８０-０９８３・高知県高知市中久万・なかくま

　　７８０-００２１・高知県高知市中秦泉寺・なかじんぜんじ

　　７８０-００４４・高知県高知市中水道・なかすいどう

　　７８０-０９３７・高知県高知市中須賀町・なかすかちよう

　　７８１-８００７・高知県高知市仲田町・なかたちよう

　　７８１-０８３１・高知県高知市中の島・なかのしま

　　７８０-０８１７・高知県高知市中宝永町・なかほうえいちよう

　　７８０-０９７２・高知県高知市中万々・なかまま

　　７８０-０９５３・高知県高知市長尾山町・ながおやまちよう

　　７８１-０２７０・高知県高知市長浜・ながはま

　　７８１-０２４５・高知県高知市長浜蒔絵台・ながはままきえだい

　　７８１-０２７１・高知県高知市長浜宮田・ながはまみやた

　　７８０-０００３・高知県高知市七ツ淵・ななつぶち

　　７８０-０９９２・高知県高知市行川・なめがわ

　　７８０-０９３２・高知県高知市縄手町・なわてちよう

　　７８１-０１１２・高知県高知市仁井田・にいだ

　　７８０-０９８４・高知県高知市西久万・にしくま

　　７８０-００３３・高知県高知市西秦泉寺・にしじんぜんじ

　　７８０-０９５１・高知県高知市西塚ノ原・にしつかのはら

　　７８０-０９２５・高知県高知市西町・にしまち



　　７８０-０８４３・高知県高知市廿代町・にじゆうだいまち

　　７８１-５１０１・高知県高知市布師田・ぬのしだ

　　７８０-０８２５・高知県高知市農人町・のうにんまち

　　７８１-８００６・高知県高知市萩町・はぎまち

　　７８０-００２６・高知県高知市秦南町・はだみなみまち

　　７８０-０９１２・高知県高知市八反町・はつたんちよう

　　７８０-８０２１・高知県高知市孕東町・はらみひがしまち

　　７８０-８０２２・高知県高知市孕西町・はらみにしまち

　　７８０-８０８７・高知県高知市針木北・はりぎきた

　　７８０-８０９０・高知県高知市針木西・ はりぎにじ

　　７８０-８０８６・高知県高知市針木東町・はりぎひがしまち

　　７８０-８０８８・高知県高知市針木本町・はりぎほんまち

　　７８０-８０８９・高知県高知市針木南・はりぎみなみ

　　７８０-０９９３・高知県高知市針原・はりはら

　　７８０-０８２２・高知県高知市はりまや町・はりまやちよう

　　７８１-０３２１・高知県高知市春野町秋山・はるのちようあきやま

　　７８１-０３１３・高知県高知市春野町内ノ谷・はるのちよううちのたに

　　７８１-０３２２・高知県高知市春野町甲殿・はるのちようこうどの

　　７８１-０３２４・高知県高知市春野町西畑・はるのちようさいはﾞた

　　７８１-０３０４・高知県高知市春野町西分・はるのちようにしぶん

　　７８１-０３１６・高知県高知市春野町西諸木・はるのちようにしもろぎ

　　７８１-０３２３・高知県高知市春野町仁ノ・はるのちようにの

　　７８１-０３１５・高知県高知市春野町東諸木・はるのちようひがしもろぎ

　　７８１-０３０１・高知県高知市春野町弘岡上・はるのちようひろおかかみ

　　７８１-０３０３・高知県高知市春野町弘岡下・はるのちようひろおかしも

　　７８１-０３０２・高知県高知市春野町弘岡中・はるのちようひろおかなか

　　７８１-０３１２・高知県高知市春野町平和・はるのちようへいわ

　　７８１-０３１４・高知県高知市春野町南ケ丘・はるのちようみなみがおか

　　７８１-０３２５・高知県高知市春野町森山・はるのちようもりやま

　　７８１-０３１１・高知県高知市春野町芳原・はるのちようよしはら

　　７８０-８０３９・高知県高知市東石立町・ひがしいしたてちよう

　　７８０-０９８２・高知県高知市東久万・ひがしくま

　　７８０-８０３６・高知県高知市東城山町・ひがしじようやまちよう

　　７８０-００２３・高知県高知市東秦泉寺・ひがしじんぜんじ

　　７８０-０９６２・高知県高知市尾立・ひじ

　　７８０-００６６・高知県高知市比島町・ひじまちよう

　　７８０-８０１３・高知県高知市筆山町・ひつざんちよう

　　７８０-０９８１・高知県高知市一ツ橋町・ひとつはﾞしちよう

　　７８１-０８０４・高知県高知市日の出町・ひのでちよう

　　７８０-８０１５・高知県高知市百石町・ひやつこくちよう

　　７８０-８０２４・高知県高知市深谷町・ふかだにちよう

　　７８０-０９６６・高知県高知市福井扇町・ふくいおうぎまち

　　７８０-０９６５・高知県高知市福井町・ふくいちよう

　　７８０-０９６７・高知県高知市福井東町・ふくいひがしまち

　　７８１-００８５・高知県高知市札場・ふだはﾞ

　　７８１-０８１５・高知県高知市二葉町・ふたはﾞちよう

　　７８０-０９２２・高知県高知市平和町・へいわちよう

　　７８０-０８１８・高知県高知市宝永町・ほうえいちよう

　　７８０-００４２・高知県高知市洞ケ島町・ほらがじまちよう

　　７８０-０９４５・高知県高知市本宮町・ほんぐうちよう

　　７８０-０９０２・高知県高知市本丁筋・ほんちようすじ

　　７８０-０８７０・高知県高知市本町・ほんまち

　　７８０-００２４・高知県高知市前里・まえざと

　　７８０-８０８４・高知県高知市槇山町・まきやまちよう

　　７８０-０８６１・高知県高知市升形・ますがた

　　７８０-０９７３・高知県高知市万々・まま

　　７８１-０８０２・高知県高知市丸池町・まるいけちよう

　　７８０-０８５０・高知県高知市丸ノ内・まるのうち

　　７８０-００３４・高知県高知市三園町・みそのちよう

　　７８０-０００４・高知県高知市三谷・みたに

　　７８０-０９７６・高知県高知市みづき・みつﾞき

　　７８０-０９７７・高知県高知市みづき山・みつﾞきやま

　　７８１-００７４・高知県高知市南金田・みなみかなだ

　　７８１-００８２・高知県高知市南川添・みなみかわぞえ

　　７８１-００８７・高知県高知市南久保・みなみくほﾞ

　　７８０-０９８５・高知県高知市南久万・みなみくま

　　７８０-８０３４・高知県高知市南河ノ瀬町・みなみごうのせちよう

　　７８１-００８４・高知県高知市南御座・みなみござ

　　７８１-８００５・高知県高知市南新田町・みなみしんたちよう

　　７８０-８０１７・高知県高知市南竹島町・みなみたけしまちよう



　　７８０-８０２５・高知県高知市南中山・みなみなかやま

　　７８１-８０１６・高知県高知市南ノ丸町・みなみのまるちよう

　　７８０-０８３３・高知県高知市南はりまや町・みなみはりまやちよう

　　７８０-０８１６・高知県高知市南宝永町・みなみほうえいちよう

　　７８０-０９７１・高知県高知市南万々・みなみまま

　　７８０-０９４２・高知県高知市南元町・みなみもとまち

　　７８１-０２６１・高知県高知市御畳瀬・みませ

　　７８０-０９２４・高知県高知市宮前町・みやまえちよう

　　７８０-０９４１・高知県高知市元町・もとまち

　　７８１-８１２４・高知県高知市屋頭・やがしら

　　７８１-８００２・高知県高知市役知町・やくちちよう

　　７８０-０９５７・高知県高知市山手町・やまてちよう

　　７８０-０９２７・高知県高知市山ノ端町・やまのはなちよう

　　７８１-０８０３・高知県高知市弥生町・やよいちよう

　　７８０-０９６４・高知県高知市横内・よこうち

　　７８１-０２４０・高知県高知市横浜・よこはま

　　７８１-０２４１・高知県高知市横浜新町・よこはましんまち

　　７８１-０２４２・高知県高知市横浜西町・よこはまにしまち

　　７８１-０２４３・高知県高知市横浜東町・よこはまひがしまち

　　７８１-０２４４・高知県高知市横浜南町・よこはまみなみまち

　　７８０-００４８・高知県高知市吉田町・よしだちよう

　　７８０-０８６３・高知県高知市与力町・よりきまち

　　７８０-０９９５・高知県高知市領家・りようけ

　　７８０-０９６１・高知県高知市蓮台・れんだい

　　７８０-８０２３・高知県高知市六泉寺町・ろくせんじちよう

　　７８０-８０８１・高知県高知市若草町・わかくさちよう

　　７８０-８０８２・高知県高知市若草南町・わかくさみなみまち

　　７８１-０８１２・高知県高知市若松町・わかまつちよう

　　７８１-７１００・高知県室戸市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７８１-７１０３・高知県室戸市浮津・うきつ

　　７８１-７１０４・高知県室戸市浮津一番町・うきつ１はﾞんちよう

　　７８１-７１０５・高知県室戸市浮津二番町・うきつ２はﾞんちよう

　　７８１-７１０６・高知県室戸市浮津三番町・うきつ３はﾞんちよう

　　７８１-６８３２・高知県室戸市吉良川町甲・きらがわちようこう

　　７８１-６８３１・高知県室戸市吉良川町乙・きらがわちようおつ

　　７８１-６８３３・高知県室戸市吉良川町丙・きらがわちようへい

　　７８１-７２２０・高知県室戸市佐喜浜町・さきはまちよう

　　７８１-６７４１・高知県室戸市羽根町甲・はねちようこう

　　７８１-６７４２・高知県室戸市羽根町乙・はねちようおつ

　　７８１-７１０２・高知県室戸市室津・むろつ

　　７８１-７１０１・高知県室戸市室戸岬町・むろとみさきちよう

　　７８１-７１０７・高知県室戸市元甲・もとこう

　　７８１-７１０８・高知県室戸市元乙・もとおつ

　　７８１-７１０９・高知県室戸市領家・りようけ

　　７８４-００００・高知県安芸市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７８４-００３３・高知県安芸市赤野甲・あかのこう

　　７８４-００３４・高知県安芸市赤野乙・あかのおつ

　　７８４-００５７・高知県安芸市安芸ノ川甲・あきのかわこう

　　７８４-００５８・高知県安芸市安芸ノ川乙・あきのかわおつ

　　７８４-００３１・高知県安芸市穴内甲・あなないこう

　　７８４-００３２・高知県安芸市穴内乙・あなないおつ

　　７８４-００４５・高知県安芸市伊尾木・いおき

　　７８４-００５１・高知県安芸市井ノ口甲・いのくちこう

　　７８４-００５２・高知県安芸市井ノ口乙・いのくちおつ

　　７８４-００２９・高知県安芸市植野・うえの

　　７８４-０２７４・高知県安芸市大井甲・おおいこう

　　７８４-０２７５・高知県安芸市大井乙・おおいおつ

　　７８４-００５５・高知県安芸市尾川甲・おがわこう

　　７８４-００５６・高知県安芸市尾川乙・おがわおつ

　　７８４-００５３・高知県安芸市小谷・おだに

　　７８４-００４３・高知県安芸市川北甲・かわきたこう

　　７８４-００４４・高知県安芸市川北乙・かわきたおつ

　　７８４-０００３・高知県安芸市久世町・くせちよう

　　７８４-０２７３・高知県安芸市黒瀬・くろせ

　　７８４-００２８・高知県安芸市黒鳥・くろどり

　　７８４-０２７６・高知県安芸市古井・こい

　　７８４-０００７・高知県安芸市寿町・ことぶきちよう

　　７８４-００２１・高知県安芸市幸町・さいわいちよう

　　７８４-００２６・高知県安芸市桜ケ丘町・さくらがおかちよう

　　７８４-０２７７・高知県安芸市島・しま



　　７８４-００４６・高知県安芸市下山・しもやま

　　７８４-００２２・高知県安芸市庄之芝町・しようのしはﾞちよう

　　７８４-０００８・高知県安芸市清和町・せいわちよう

　　７８４-００４１・高知県安芸市僧津・そうつﾞ

　　７８４-００２３・高知県安芸市染井町・そめいちよう

　　７８４-００２４・高知県安芸市千歳町・ちとせちよう

　　７８４-００２５・高知県安芸市津久茂町・つくもちよう

　　７８４-００４２・高知県安芸市土居・どい

　　７８４-００５４・高知県安芸市栃ノ木・とちのき

　　７８４-０２７１・高知県安芸市奈比賀・なびか

　　７８４-００２０・高知県安芸市西浜・にしはま

　　７８４-０２７２・高知県安芸市入河内・にゆうがうち

　　７８４-００６１・高知県安芸市畑山甲・はたやまこう

　　７８４-００６２・高知県安芸市畑山乙・はたやまおつ

　　７８４-００６３・高知県安芸市畑山丙・はたやまへい

　　７８４-０００２・高知県安芸市花園町・はなぞのちよう

　　７８４-００１０・高知県安芸市東浜・ひがしはま

　　７８４-０００６・高知県安芸市日ノ出町・ひのでちよう

　　７８４-０２７８・高知県安芸市別役・べつちやく

　　７８４-００２７・高知県安芸市宝永町・ほうえいちよう

　　７８４-０００４・高知県安芸市本町・ほんまち

　　７８４-００６４・高知県安芸市舞川・まいかわ

　　７８４-０００５・高知県安芸市港町・みなとまち

　　７８４-０００１・高知県安芸市矢ノ丸・やのまる

　　７８３-００００・高知県南国市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７８３-００７４・高知県南国市上倉・あげくら

　　７８３-０００８・高知県南国市伊達野・いたちの

　　７８３-００８４・高知県南国市稲生・いなぶ

　　７８３-００６３・高知県南国市植田・うえた

　　７８３-００６１・高知県南国市植野・うえの

　　７８３-０００２・高知県南国市駅前町・えきまえちよう

　　７８３-００７７・高知県南国市大改野・おおがいの

　　７８３-０００４・高知県南国市大そね甲・おおそねこう

　　７８３-０００５・高知県南国市大そね乙・おおそねおつ

　　７８３-００４６・高知県南国市岡豊町江村・おこうちようえむら

　　７８３-００５１・高知県南国市岡豊町笠ノ川・おこうちようかさのかわ

　　７８３-００４２・高知県南国市岡豊町蒲原・おこうちようかもはら

　　７８３-００４８・高知県南国市岡豊町小篭・おこうちようこごめ

　　７８３-００４３・高知県南国市岡豊町小蓮・おこうちようこはす

　　７８３-００４７・高知県南国市岡豊町常通寺島・おこうちようじようつうじしま

　　７８３-００４１・高知県南国市岡豊町定林寺・おこうちようじようりんじ

　　７８３-００４０・高知県南国市岡豊町滝本・おこうちようたきもと

　　７８３-００４９・高知県南国市岡豊町中島・おこうちようなかじま

　　７８３-００４４・高知県南国市岡豊町八幡・おこうちようやはた

　　７８３-００４５・高知県南国市岡豊町吉田・おこうちようよしだ

　　７８３-００８１・高知県南国市片山・かたやま

　　７８３-００３５・高知県南国市金地・かなじ

　　７８３-００３３・高知県南国市包末・かのすえ

　　７８３-００２６・高知県南国市上末松・かみすえまつ

　　７８３-００３２・高知県南国市上野田・かみのだ

　　７８３-００７１・高知県南国市亀岩・かめいわ

　　７８３-００６２・高知県南国市久礼田・くれだ

　　７８３-００７６・高知県南国市黒滝・くろたき

　　７８３-００７５・高知県南国市桑ノ川・くわのかわ

　　７８３-００５３・高知県南国市国分・こくぶ

　　７８３-００２２・高知県南国市小籠・こごめ

　　７８３-００１１・高知県南国市後免町・ごめんまち

　　７８３-００６８・高知県南国市才谷・さいだに

　　７８３-００１３・高知県南国市幸町・さいわいちよう

　　７８３-００８２・高知県南国市里改田・さとかいだ

　　７８３-００２７・高知県南国市三畠・さんはﾞく

　　７８３-００６４・高知県南国市宍崎・ししざき

　　７８３-０００６・高知県南国市篠原・しのはら

　　７８３-００９５・高知県南国市下島・しもじま

　　７８３-００２５・高知県南国市下末松・しもすえまつ

　　７８３-００３１・高知県南国市下野田・しものだ

　　７８３-００５８・高知県南国市白木谷・しらきだに

　　７８３-００２８・高知県南国市陣山・じんやま

　　７８３-００５２・高知県南国市左右山・そやま

　　７８３-００３７・高知県南国市蔵福寺島・ぞうふくじじま



　　７８３-００９１・高知県南国市立田・たてだ

　　７８３-００９２・高知県南国市田村・たむら

　　７８３-００６７・高知県南国市天行寺・てんぎようじ

　　７８３-００８５・高知県南国市十市・とおち

　　７８３-００６５・高知県南国市外山・とやま

　　７８３-００７３・高知県南国市中谷・なかだに

　　７８３-００７８・高知県南国市中ノ川・なかのかわ

　　７８３-００６６・高知県南国市成合・なれあい

　　７８３-００７２・高知県南国市奈路・なろ

　　７８３-０００３・高知県南国市西野田町・にしのだちよう

　　７８３-００２９・高知県南国市西山・にしやま

　　７８３-００９７・高知県南国市日章あけぼの・につしようあけほﾞの

　　７８３-００２１・高知県南国市野中・のなか

　　７８３-００２３・高知県南国市廿枝・はたえだ

　　７８３-００８３・高知県南国市浜改田・はまかいだ

　　７８３-００５４・高知県南国市比江・ひえ

　　７８３-００２４・高知県南国市東崎・ひがしざき

　　７８３-００１２・高知県南国市東山町・ひがしやままち

　　７８３-００９６・高知県南国市久枝・ひさえだ

　　７８３-０００１・高知県南国市日吉町・ひよしちよう

　　７８３-００３６・高知県南国市福船・ふくぶね

　　７８３-００５５・高知県南国市双葉台・ふたはﾞだい

　　７８３-００６０・高知県南国市蛍が丘・ほたるがおか

　　７８３-００３４・高知県南国市堀ノ内・ほりのうち

　　７８３-００９４・高知県南国市前浜・まえはま

　　７８３-００８６・高知県南国市緑ケ丘・みどりがおか

　　７８３-０００７・高知県南国市明見・みようけん

　　７８３-００８７・高知県南国市三和琴平・みわことひら

　　７８３-００１４・高知県南国市元町・もとまち

　　７８３-００９３・高知県南国市物部・ものべ

　　７８３-００５７・高知県南国市八京・やきよう

　　７８３-００５６・高知県南国市領石・りようせき

　　７８１-１１００・高知県土佐市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７８１-１１３６・高知県土佐市浅井・あざい

　　７８１-１１３４・高知県土佐市家俊・ いえとじ

　　７８１-１１４２・高知県土佐市出間・いずま

　　７８１-１１３２・高知県土佐市市野々・いちのの

　　７８１-１１４１・高知県土佐市岩戸・いわと

　　７８１-１１６４・高知県土佐市宇佐町井尻・うさちよういのしり

　　７８１-１１６２・高知県土佐市宇佐町渭浜・うさちよういはま

　　７８１-１１６１・高知県土佐市宇佐町宇佐・うさちよううさ

　　７８１-１１６３・高知県土佐市宇佐町福島・うさちようふくしま

　　７８１-１１６５・高知県土佐市宇佐町竜・うさちようりゆう

　　７８１-１１１３・高知県土佐市甲原・かんはﾞら

　　７８１-１１１１・高知県土佐市北地・きたじ

　　７８１-１１２５・高知県土佐市積善寺・しやくぜんじ

　　７８１-１１０１・高知県土佐市高岡町甲・たかおかちようこう

　　７８１-１１０２・高知県土佐市高岡町乙・たかおかちようおつ

　　７８１-１１０３・高知県土佐市高岡町丙・たかおかちようへい

　　７８１-１１０４・高知県土佐市高岡町丁・たかおかちようてい

　　７８１-１１３３・高知県土佐市鷹ノ巣・たかのす

　　７８１-１１３５・高知県土佐市太郎丸・たろうまる

　　７８１-１１５３・高知県土佐市塚地・つかじ

　　７８１-１１５１・高知県土佐市中島・なかじま

　　７８１-１１３１・高知県土佐市永野・ながの

　　７８１-１１５４・高知県土佐市新居・にい

　　７８１-１１２３・高知県土佐市西鴨地・にしかもじ

　　７８１-１１４３・高知県土佐市波介・はげ

　　７８１-１１０５・高知県土佐市蓮池・はすいけ

　　７８１-１１２１・高知県土佐市東鴨地・ひがしかもじ

　　７８１-１１１２・高知県土佐市福田・ふくだ

　　７８１-１１２２・高知県土佐市本村・ほんむら

　　７８１-１１２４・高知県土佐市宮ノ内・みやのうち

　　７８１-１１５２・高知県土佐市用石・ もちいじ

　　７８１-１１１４・高知県土佐市谷地・やつじ

　　７８５-００００・高知県須崎市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７８５-００４７・高知県須崎市吾井郷甲・あいのごうこう

　　７８５-００４４・高知県須崎市吾井郷乙・あいのごうおつ

　　７８５-０００４・高知県須崎市青木町・あおきまち

　　７８５-００３７・高知県須崎市赤崎町・あかざきまち



　　７８５-００２４・高知県須崎市安和・あわ

　　７８５-００２１・高知県須崎市池ノ内・いけのうち

　　７８５-００１７・高知県須崎市泉町・いずみまち

　　７８５-０１６５・高知県須崎市浦ノ内出見・うらのうちいずみ

　　７８５-０１７３・高知県須崎市浦ノ内今川内・うらのうちこんがわうち

　　７８５-０１７４・高知県須崎市浦ノ内下中山・うらのうちしもなかやま

　　７８５-０１６６・高知県須崎市浦ノ内塩間・うらのうちしわい

　　７８５-０１７１・高知県須崎市浦ノ内須ノ浦・うらのうちすのうら

　　７８５-０１６４・高知県須崎市浦ノ内立目摺木・うらのうちたちめするぎ

　　７８５-０１６１・高知県須崎市浦ノ内西分・うらのうちにしぶん

　　７８５-０１６７・高知県須崎市浦ノ内灰方・うらのうちはいがた

　　７８５-０１６３・高知県須崎市浦ノ内東分（鳴無・坂内）・うらのうちひがしぶん(おとなし･さかう

ち)

　　７８５-０１６２・高知県須崎市浦ノ内東分（その他）・うらのうちひがしぶん(そのた)

　　７８５-０１７２・高知県須崎市浦ノ内福良・うらのうちふくら

　　７８５-００５５・高知県須崎市大谷・おおたに

　　７８５-００３０・高知県須崎市多ノ郷甲・おおのごうこう

　　７８５-００５４・高知県須崎市多ノ郷乙・おおのごうおつ

　　７８５-００３５・高知県須崎市大間東町・おおまひがしまち

　　７８５-００３３・高知県須崎市大間西町・おおまにしまち

　　７８５-００３４・高知県須崎市大間本町・おおまほんまち

　　７８５-００５２・高知県須崎市押岡・おしおか

　　７８５-００１０・高知県須崎市鍛冶町・かじまち

　　７８５-００２６・高知県須崎市上分甲・かみぶんこう

　　７８５-００２７・高知県須崎市上分乙・かみぶんおつ

　　７８５-００２８・高知県須崎市上分丙・かみぶんへい

　　７８５-００５９・高知県須崎市桐間西・ きりまにじ

　　７８５-００５７・高知県須崎市桐間東・ きりまひがじ

　　７８５-００５８・高知県須崎市桐間南・きりまみなみ

　　７８５-００５３・高知県須崎市久通・くつう

　　７８５-００５１・高知県須崎市神田・こうだ

　　７８５-００１５・高知県須崎市幸町・さいわいまち

　　７８５-００１６・高知県須崎市栄町・さかえまち

　　７８５-００３２・高知県須崎市潮田町・しおたまち

　　７８５-００２５・高知県須崎市下郷・しもごう

　　７８５-００２２・高知県須崎市下分甲・しもぶんこう

　　７８５-００２３・高知県須崎市下分乙・しもぶんおつ

　　７８５-０００３・高知県須崎市新町・しんまち

　　７８５-００１８・高知県須崎市須崎・すさき

　　７８５-００４６・高知県須崎市桑田山甲・そうだやまこう

　　７８５-００４５・高知県須崎市桑田山乙・そうだやまおつ

　　７８５-００４３・高知県須崎市土崎町・つちざきまち

　　７８５-０００８・高知県須崎市中町・なかまち

　　７８５-００４１・高知県須崎市西崎町・にしざきまち

　　７８５-００１２・高知県須崎市西糺町・にしただすまち

　　７８５-００１３・高知県須崎市西古市町・にしふるいちまち

　　７８５-０００９・高知県須崎市西町・にしまち

　　７８５-００５６・高知県須崎市野見・のみ

　　７８５-０００６・高知県須崎市浜町・はままち

　　７８５-０００１・高知県須崎市原町・はらまち

　　７８５-００１１・高知県須崎市東糺町・ひがしただすまち

　　７８５-０００５・高知県須崎市東古市町・ひがしふるいちまち

　　７８５-００３６・高知県須崎市緑町・みどりまち

　　７８５-０００２・高知県須崎市港町・みなとまち

　　７８５-０００７・高知県須崎市南古市町・みなみふるいちまち

　　７８５-００４２・高知県須崎市妙見町・みようけんまち

　　７８５-００３１・高知県須崎市山手町・やまてまち

　　７８５-００１４・高知県須崎市横町・よこまち

　　７８８-００００・高知県宿毛市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７８８-００２１・高知県宿毛市池島・いけしま

　　７８８-００２３・高知県宿毛市宇須々木・うすすき

　　７８８-０００９・高知県宿毛市駅東町・えきひがしまち

　　７８８-００１０・高知県宿毛市駅前町・えきまえちよう

　　７８８-００１４・高知県宿毛市大島・おおしま

　　７８８-００３４・高知県宿毛市大深浦・おおぶかうら

　　７８８-０６７９・高知県宿毛市沖の島町鵜来島・おきのしまちよううぐるしま

　　７８８-０６７８・高知県宿毛市沖の島町弘瀬・おきのしまちようひろせ

　　７８８-０６７７・高知県宿毛市沖の島町母島・おきのしまちようもしま

　　７８８-００５１・高知県宿毛市押ノ川・おしのかわ

　　７８８-００３１・高知県宿毛市貝塚・かいつﾞか



　　７８８-００１３・高知県宿毛市片島・かたしま

　　７８８-００２４・高知県宿毛市樺・かはﾞ

　　７８８-００１６・高知県宿毛市希望ヶ丘・きほﾞうがおか

　　７８８-００３５・高知県宿毛市草木薮・くさぎやぶ

　　７８８-００２７・高知県宿毛市港南台・こうなんだい

　　７８８-０２７２・高知県宿毛市小筑紫町石原・こつﾞくしちよういしはら

　　７８８-０２６７・高知県宿毛市小筑紫町伊与野・こつﾞくしちよういよの

　　７８８-０２６６・高知県宿毛市小筑紫町大海・こつﾞくしちようおおみ

　　７８８-０２６２・高知県宿毛市小筑紫町小浦・こつﾞくしちようこうら

　　７８８-０２７１・高知県宿毛市小筑紫町小筑紫・ こつﾞくしちようこつﾞくじ

　　７８８-０２７４・高知県宿毛市小筑紫町栄喜・こつﾞくしちようさかき

　　７８８-０２６１・高知県宿毛市小筑紫町田ノ浦・こつﾞくしちようたのうら

　　７８８-０２６８・高知県宿毛市小筑紫町都賀ノ川・こつﾞくしちようつがのがわ

　　７８８-０２６３・高知県宿毛市小筑紫町内外ノ浦・こつﾞくしちようないがいのうら

　　７８８-０２７３・高知県宿毛市小筑紫町福良・こつﾞくしちようふくら

　　７８８-０２６５・高知県宿毛市小筑紫町湊・こつﾞくしちようみなと

　　７８８-０２６４・高知県宿毛市小筑紫町呼崎・こつﾞくしちようよびさき

　　７８８-００３３・高知県宿毛市小深浦・こぶかうら

　　７８８-０００３・高知県宿毛市幸町・さいわいちよう

　　７８８-００５３・高知県宿毛市坂ノ下・さかのした

　　７８８-００５４・高知県宿毛市さくらが丘・さくらがおか

　　７８８-０００６・高知県宿毛市桜町・さくらまち

　　７８８-００３０・高知県宿毛市四季の丘・しきのおか

　　７８８-００２６・高知県宿毛市自由ケ丘・じゆうがおか

　　７８８-００２８・高知県宿毛市新港・しんこう

　　７８８-００１１・高知県宿毛市新田・しんでん

　　７８８-００１２・高知県宿毛市高砂・たかさご

　　７８８-０００１・高知県宿毛市中央・ちゆうおう

　　７８８-００３９・高知県宿毛市中角・なかつの

　　７８８-０００４・高知県宿毛市長田町・ながたちよう

　　７８８-００１５・高知県宿毛市西片島・にしかたしま

　　７８８-００３２・高知県宿毛市錦・にしき

　　７８８-００２５・高知県宿毛市西町・にしまち

　　７８８-００３８・高知県宿毛市二ノ宮・にのみや

　　７８８-００３６・高知県宿毛市野地・のじ

　　７８８-０００５・高知県宿毛市萩原・はぎわら

　　７８８-００４１・高知県宿毛市橋上町出井・はしかみちよういでい

　　７８８-００４５・高知県宿毛市橋上町奥奈路・はしかみちようおくなろ

　　７８８-００４４・高知県宿毛市橋上町神有・はしかみちようかみあり

　　７８８-００４８・高知県宿毛市橋上町京法・はしかみちようきようほう

　　７８８-００４２・高知県宿毛市橋上町楠山・はしかみちようくすやま

　　７８８-００４９・高知県宿毛市橋上町還住薮・はしかみちようげんじゆやぶ

　　７８８-００４３・高知県宿毛市橋上町坂本・はしかみちようさかもと

　　７８８-００４６・高知県宿毛市橋上町橋上・はしかみちようはしかみ

　　７８８-００４７・高知県宿毛市橋上町平野・はしかみちようひらの

　　７８８-０７８１・高知県宿毛市平田町黒川・ひらたちようくろかわ

　　７８８-０７８２・高知県宿毛市平田町中山・ひらたちようなかやま

　　７８８-０７８６・高知県宿毛市平田町東平・ひらたちようひがしだいら

　　７８８-０７８３・高知県宿毛市平田町戸内・ひらたちようへない

　　７８８-０００７・高知県宿毛市松田町・まつだまち

　　７８８-０００２・高知県宿毛市南沖須賀・みなみおきすが

　　７８８-００２２・高知県宿毛市藻津・むくつﾞ

　　７８８-００３７・高知県宿毛市山北・やまきた

　　７８８-０７８４・高知県宿毛市山奈町山田・やまなちようやまだ

　　７８８-０７８５・高知県宿毛市山奈町芳奈・やまなちようよしな

　　７８８-０００８・高知県宿毛市与市明・よいちみよう

　　７８８-００５２・高知県宿毛市和田・わだ

　　７８７-０３００・高知県土佐清水市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７８７-０３０３・高知県土佐清水市旭町・あさひまち

　　７８７-０３１５・高知県土佐清水市足摺岬・あしずりみさき

　　７８７-０５５６・高知県土佐清水市有永・ありなが

　　７８７-０３２７・高知県土佐清水市市場町・いちはﾞちよう

　　７８７-０３０２・高知県土佐清水市以布利・いぶり

　　７８７-０４４７・高知県土佐清水市上野・うえの

　　７８７-０３１０・高知県土佐清水市浦尻・うらじり

　　７８７-０３３１・高知県土佐清水市越前町・えちぜんちよう

　　７８７-０３２８・高知県土佐清水市戎町・えびすちよう

　　７８７-０３０１・高知県土佐清水市大岐・おおき

　　７８７-０３１４・高知県土佐清水市大谷・おおたに

　　７８７-０５６２・高知県土佐清水市大津・おおつ



　　７８７-０３１７・高知県土佐清水市大浜・おおはま

　　７８７-０４４６・高知県土佐清水市斧積・おのずみ

　　７８７-０２４３・高知県土佐清水市鍵掛・かいかけ

　　７８７-０５６１・高知県土佐清水市貝ノ川・かいのかわ

　　７８７-０３３４・高知県土佐清水市加久見入沢町・かぐみいりさわちよう

　　７８７-０３３５・高知県土佐清水市加久見新町・かぐみしんまち

　　７８７-０３３８・高知県土佐清水市加久見（松崎）・かぐみ(まつざき)

　　７８７-０３３６・高知県土佐清水市加久見（その他）・かぐみ(そのた)

　　７８７-０５６０・高知県土佐清水市片粕・かたかす

　　７８７-０３１２・高知県土佐清水市窪津・くほﾞつ

　　７８７-０２４４・高知県土佐清水市久百々・くもも

　　７８７-０３１１・高知県土佐清水市グリーンハイツ・ぐりｰんはいつ

　　７８７-０３０８・高知県土佐清水市厚生町・こうせいちよう

　　７８７-０３２２・高知県土佐清水市小江町・こえちよう

　　７８７-０３２３・高知県土佐清水市寿町・ことぶきちよう

　　７８７-０３０６・高知県土佐清水市幸町・さいわいちよう

　　７８７-０３２５・高知県土佐清水市栄町・さかえまち

　　７８７-０３３２・高知県土佐清水市汐見町・しおみちよう

　　７８７-０３２０・高知県土佐清水市清水・しみず

　　７８７-０３３０・高知県土佐清水市清水ヶ丘・しみずがおか

　　７８７-０５５９・高知県土佐清水市下川口・しもかわぐち

　　７８７-０２４２・高知県土佐清水市下ノ加江・しものかえ

　　７８７-０４４５・高知県土佐清水市下益野・しもましの

　　７８７-０５６３・高知県土佐清水市宗呂甲・そうろこう

　　７８７-０５５７・高知県土佐清水市宗呂乙・そうろおつ

　　７８７-０５５８・高知県土佐清水市宗呂丙・そうろへい

　　７８７-０４５２・高知県土佐清水市竜串・ たつくじ

　　７８７-０２４０・高知県土佐清水市立石・ たていじ

　　７８７-０３２４・高知県土佐清水市中央町・ちゆうおうちよう

　　７８７-０４５３・高知県土佐清水市爪白・つまじろ

　　７８７-０３１３・高知県土佐清水市津呂・つろ

　　７８７-０３０５・高知県土佐清水市天神町・てんじんまち

　　７８７-０３１８・高知県土佐清水市中浜・なかのはま

　　７８７-０３３３・高知県土佐清水市西町・にしまち

　　７８７-０２４１・高知県土佐清水市布・ぬの

　　７８７-０３２１・高知県土佐清水市浜町・はままち

　　７８７-０３２６・高知県土佐清水市本町・ほんまち

　　７８７-０３１６・高知県土佐清水市松尾・まつお

　　７８７-０４５０・高知県土佐清水市三崎・みさき

　　７８７-０４５１・高知県土佐清水市三崎浦・みさきうら

　　７８７-０３０７・高知県土佐清水市緑ケ丘・みどりがおか

　　７８７-０３０４・高知県土佐清水市元町・もとまち

　　７８７-０３３７・高知県土佐清水市養老・ようろう

　　７８７-０３３９・高知県土佐清水市横道・よこみち

　　７８７-００００・高知県四万十市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７８７-０００７・高知県四万十市秋田・あいだ

　　７８７-００５２・高知県四万十市赤松町・あかまつちよう

　　７８７-０００６・高知県四万十市麻生・あそう

　　７８７-０６６８・高知県四万十市荒川・あらかわ

　　７８７-０７７１・高知県四万十市有岡・ありおか

　　７８７-１４４１・高知県四万十市伊才原・いさいはﾞら

　　７８７-０１５０・高知県四万十市井沢・いさわ

　　７８７-０７７３・高知県四万十市磯ノ川・いそのかわ

　　７８７-１１０３・高知県四万十市板ノ川・いたのかわ

　　７８７-１１０７・高知県四万十市岩田・いわた

　　７８７-１２２６・高知県四万十市鵜ノ江・うのえ

　　７８７-００１５・高知県四万十市右山・うやま

　　７８７-００１２・高知県四万十市右山五月町・うやまさつきちよう

　　７８７-００１３・高知県四万十市右山天神町・うやまてんじんちよう

　　７８７-００１１・高知県四万十市右山元町・うやまもとまち

　　７８７-００１４・高知県四万十市駅前町・えきまえちよう

　　７８７-０６６９・高知県四万十市江ノ村・えのむら

　　７８７-０７７４・高知県四万十市生ノ川・おいのかわ

　　７８７-１５５７・高知県四万十市大西ノ川・おおにしのかわ

　　７８７-１５５３・高知県四万十市大屋敷・おおやしき

　　７８７-１５５０・高知県四万十市大用・おおゆう

　　７８７-１１０１・高知県四万十市奥鴨川・おくかもがわ

　　７８７-１５５２・高知県四万十市片魚・かたうお

　　７８７-１２２３・高知県四万十市勝間（勝間川）・かつま(かつまがわ)

　　７８７-１２２４・高知県四万十市勝間（その他）・かつま(そのた)



　　７８７-０７７６・高知県四万十市上ノ土居・かみのどい

　　７８７-１２２０・高知県四万十市川登・かわのほﾞり

　　７８７-０７７５・高知県四万十市九樹・くじゆう

　　７８７-１２２７・高知県四万十市楠・くす

　　７８７-０６６６・高知県四万十市楠島・くすしま

　　７８７-１１０２・高知県四万十市口鴨川・くちかもがわ

　　７８７-００１９・高知県四万十市具同・ぐどう

　　７８７-００５１・高知県四万十市具同田黒・ぐどうたぐろ

　　７８７-０６６７・高知県四万十市国見・くにみ

　　７８７-１２２５・高知県四万十市久保川・くほﾞかわ

　　７８７-００１０・高知県四万十市古津賀・こつか

　　７８７-１５５６・高知県四万十市小西ノ川・こにしのかわ

　　７８７-１５５８・高知県四万十市古尾・こび

　　７８７-０００９・高知県四万十市佐岡・さおか

　　７８７-０１５６・高知県四万十市坂本・さかもと

　　７８７-１１０６・高知県四万十市佐田・さだ

　　７８７-０１５８・高知県四万十市実崎・さんざき

　　７８７-１１０８・高知県四万十市敷地・しきじ

　　７８７-０１５５・高知県四万十市下田・しもだ

　　７８７-１５５１・高知県四万十市住次郎・じゆうじろう

　　７８７-１５５４・高知県四万十市常六・じようろく

　　７８７-１２２８・高知県四万十市高瀬・たかせ

　　７８７-０１５１・高知県四万十市竹島・たけしま

　　７８７-１５５９・高知県四万十市竹屋敷・たけやしき

　　７８７-１２２９・高知県四万十市田出ノ川・たでのかわ

　　７８７-１１０９・高知県四万十市田野川・たのかわ

　　７８７-１２２２・高知県四万十市手洗川・たらいがわ

　　７８７-０１６１・高知県四万十市津蔵渕・つくらぶち

　　７８７-００１６・高知県四万十市角崎・つのさき

　　７８７-１１０５・高知県四万十市利岡・としおか

　　７８７-００２６・高知県四万十市中村愛宕町・なかむらあたごまち

　　７８７-００２５・高知県四万十市中村一条通・なかむらいちじようどおり

　　７８７-００３６・高知県四万十市中村岩崎町・なかむらいわさきちよう

　　７８７-００３３・高知県四万十市中村大橋通・なかむらおおはしどおり

　　７８７-００２４・高知県四万十市中村於東町・なかむらおひがしちよう

　　７８７-００３０・高知県四万十市中村上小姓町・なかむらかみこしようまち

　　７８７-００２１・高知県四万十市中村京町・なかむらきようまち

　　７８７-００２９・高知県四万十市中村小姓町・なかむらこしようまち

　　７８７-００３２・高知県四万十市中村栄町・なかむらさかえまち

　　７８７-０００２・高知県四万十市中村桜町・なかむらさくらまち

　　７８７-００３７・高知県四万十市中村四万十町・なかむらしまんとちよう

　　７８７-００２２・高知県四万十市中村新町・なかむらしんまち

　　７８７-００２７・高知県四万十市中村天神橋・ なかむらてんじんはﾞじ

　　７８７-００３８・高知県四万十市中村百笑町・なかむらどうめきちよう

　　７８７-００３５・高知県四万十市中村羽生小路・なかむらはぶしようじ

　　７８７-００３１・高知県四万十市中村東下町・なかむらひがししもまち

　　７８７-００２３・高知県四万十市中村東町・なかむらひがしまち

　　７８７-０００１・高知県四万十市中村本町・なかむらほんまち

　　７８７-０００４・高知県四万十市中村丸の内（丸の内ハイランド）・(まるのうちはいらんど)

　　７８７-０００３・高知県四万十市中村丸の内（その他）・なかむらまるのうち(そのた)

　　７８７-００２８・高知県四万十市中村山手通・なかむらやまてどおり

　　７８７-００３４・高知県四万十市中村弥生町・なかむらやよいちよう

　　７８７-０００５・高知県四万十市中村（桂山団地）・なかむら(かつらやまだんち)

　　７８７-１１０７・高知県四万十市中村（大用寺）・なかむら(だいようじ)

　　７８７-０１６３・高知県四万十市名鹿・ なしじ

　　７８７-０１５２・高知県四万十市鍋島・なべしま

　　７８７-１３２１・高知県四万十市西土佐岩間・にしとさいわま

　　７８７-１６０７・高知県四万十市西土佐江川・にしとさえかわ

　　７８７-１６０１・高知県四万十市西土佐江川崎・にしとさえかわさき

　　７８７-１６１５・高知県四万十市西土佐大宮・にしとさおおみや

　　７８７-１３２６・高知県四万十市西土佐奥屋内・にしとさおくやない

　　７８７-１３２２・高知県四万十市西土佐茅生・にしとさかよう

　　７８７-１３２５・高知県四万十市西土佐玖木・にしとさくき

　　７８７-１３２４・高知県四万十市西土佐口屋内・にしとさくちやない

　　７８７-１６１７・高知県四万十市西土佐下家地・にしとさしもいえじ

　　７８７-１６１６・高知県四万十市西土佐須崎・にしとさすさき

　　７８７-１６１１・高知県四万十市西土佐橘・にしとさたちはﾞな

　　７８７-１６１３・高知県四万十市西土佐津賀・にしとさつが

　　７８７-１６１２・高知県四万十市西土佐津野川・にしとさつのかわ

　　７８７-１６１８・高知県四万十市西土佐中家地・にしとさなかいえじ



　　７８７-１６０５・高知県四万十市西土佐長生・にしとさながおい

　　７８７-１３２３・高知県四万十市西土佐中半・にしとさなかはﾞ

　　７８７-１６０２・高知県四万十市西土佐西ケ方・にしとさにしがほう

　　７８７-１６０６・高知県四万十市西土佐半家・にしとさはげ

　　７８７-１６０４・高知県四万十市西土佐藤ノ川・にしとさふじのかわ

　　７８７-１６０３・高知県四万十市西土佐用井・にしとさもちい

　　７８７-１６１４・高知県四万十市西土佐薮ケ市・にしとさやぶがいち

　　７８７-００２０・高知県四万十市入田・にゆうた

　　７８７-０１６２・高知県四万十市初崎・はつざき

　　７８７-０１５４・高知県四万十市平野・ひらの

　　７８７-０１５９・高知県四万十市深木・ふかき

　　７８７-１４４４・高知県四万十市藤・ふじ

　　７８７-０１５３・高知県四万十市双海・ふたみ

　　７８７-００１７・高知県四万十市不破・ふはﾞ

　　７８７-００１８・高知県四万十市不破上町・ふはﾞかみまち

　　７８７-０１６０・高知県四万十市間崎・まさき

　　７８７-１２２１・高知県四万十市三里・みさと

　　７８７-１５５５・高知県四万十市三ツ又・みつまた

　　７８７-０６６５・高知県四万十市森沢・もりさわ

　　７８７-０００８・高知県四万十市安並・やすなみ

　　７８７-０１５７・高知県四万十市山路・やまち

　　７８７-０７７２・高知県四万十市横瀬・よこぜ

　　７８７-１１０４・高知県四万十市若藤・わかふじ

　　７８７-００５０・高知県四万十市渡川・わたりがわ

　　７８７-１４４３・高知県四万十市蕨岡乙・わらびおかおつ

　　７８７-１４４２・高知県四万十市蕨岡甲・わらびおかこう

　　７８１-５２００・高知県香南市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７８１-５３１０・高知県香南市赤岡町・あかおかちよう

　　７８１-５４６７・高知県香南市香我美町奥西川・かがみちようおくにしがわ

　　７８１-５４５１・高知県香南市香我美町上分・かがみちようかみぶん

　　７８１-５３３１・高知県香南市香我美町岸本・かがみちようきしもと

　　７８１-５４５４・高知県香南市香我美町口西川・かがみちようくちにしがわ

　　７８１-５４５２・高知県香南市香我美町下分・かがみちようしもぶん

　　７８１-５４６４・高知県香南市香我美町末清・かがみちようすえきよ

　　７８１-５４６３・高知県香南市香我美町末延・かがみちようすえのぶ

　　７８１-５３３２・高知県香南市香我美町徳王子・かがみちようとくおうじ

　　７８１-５４５５・高知県香南市香我美町中西川・かがみちようなかにしがわ

　　７８１-５４６１・高知県香南市香我美町福万・かがみちようふくまん

　　７８１-５４６６・高知県香南市香我美町別役・かがみちようべつちやく

　　７８１-５４６９・高知県香南市香我美町舞川・かがみちようまいかわ

　　７８１-５４６５・高知県香南市香我美町正延・かがみちようまさのぶ

　　７８１-５４６８・高知県香南市香我美町撫川・かがみちようむがわ

　　７８１-５４６２・高知県香南市香我美町山川・かがみちようやまがわ

　　７８１-５４５３・高知県香南市香我美町山北・かがみちようやまきた

　　７８１-５２０２・高知県香南市野市町兎田・のいちちよううさいだ

　　７８１-５２３３・高知県香南市野市町大谷・のいちちようおおたに

　　７８１-５２３４・高知県香南市野市町上岡・のいちちようかみおか

　　７８１-５２３５・高知県香南市野市町下井・のいちちようしもい

　　７８１-５２０４・高知県香南市野市町新宮・のいちちようしんぐう

　　７８１-５２１２・高知県香南市野市町土居・のいちちようどい

　　７８１-５２１１・高知県香南市野市町中ノ村・のいちちようなかのむら

　　７８１-５２０３・高知県香南市野市町中山田・のいちちようなかやまだ

　　７８１-５２２３・高知県香南市野市町西佐古・のいちちようにしさこ

　　７８１-５２３２・高知県香南市野市町西野・のいちちようにしの

　　７８１-５２２４・高知県香南市野市町東佐古・のいちちようひがしさこ

　　７８１-５２１３・高知県香南市野市町東野・のいちちようひがしの

　　７８１-５２３１・高知県香南市野市町深渕・のいちちようふかぶち

　　７８１-５２２１・高知県香南市野市町父養寺・のいちちようぶようじ

　　７８１-５２２２・高知県香南市野市町母代寺・のいちちようほﾞだいじ

　　７８１-５２０１・高知県香南市野市町本村・のいちちようほんむら

　　７８１-５２０６・高知県香南市野市町みどり野・のいちちようみどりの

　　７８１-５２０５・高知県香南市野市町みどり野東・ のいちちようみどりのひがじ

　　７８１-５６０４・高知県香南市夜須町出口・やすちよういでぐち

　　７８１-５６０６・高知県香南市夜須町上夜須・やすちようかみやす

　　７８１-５６１３・高知県香南市夜須町国光・やすちようくにみつ

　　７８１-５６１５・高知県香南市夜須町沢谷・やすちようさわたに

　　７８１-５６０２・高知県香南市夜須町千切・やすちようちぎれ

　　７８１-５６０１・高知県香南市夜須町坪井・やすちようつほﾞい

　　７８１-５６２１・高知県香南市夜須町手結・やすちようてい

　　７８１-５６２２・高知県香南市夜須町手結山・やすちようていやま



　　７８１-５６０５・高知県香南市夜須町十ノ木・やすちようとおのき

　　７８１-５６１６・高知県香南市夜須町仲木屋・やすちようなかぎや

　　７８１-５６０３・高知県香南市夜須町西山・やすちようにしやま

　　７８１-５６１４・高知県香南市夜須町羽尾・やすちようはお

　　７８１-５６１２・高知県香南市夜須町細川・やすちようほそかわ

　　７８１-５６１１・高知県香南市夜須町夜須川・やすちようやすがわ

　　７８１-５２４２・高知県香南市吉川町古川・よしかわちようふるかわ

　　７８１-５２４１・高知県香南市吉川町吉原・よしかわちようよしはら

　　７８２-００００・高知県香美市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７８１-４２２３・高知県香美市香北町有川・かほくちようあらかわ

　　７８１-４２２４・高知県香美市香北町有瀬・かほくちようあらせ

　　７８１-４２２２・高知県香美市香北町五百蔵・かほくちよういおろい

　　７８１-４２４７・高知県香美市香北町猪野々・かほくちよういのの

　　７８１-４２１５・高知県香美市香北町岩改・かほくちよういわかい

　　７８１-４２４３・高知県香美市香北町梅久保・かほくちよううめのくほﾞ

　　７８１-４２４１・高知県香美市香北町大井平・かほくちようおおいだいら

　　７８１-４２４２・高知県香美市香北町大束・かほくちようおおつか

　　７８１-４２０６・高知県香美市香北町小川・かほくちようおがわ

　　７８１-４２２７・高知県香美市香北町川ノ内・かほくちようかわのうち

　　７８１-４２２６・高知県香美市香北町河野・かほくちようこうの

　　７８１-４２１３・高知県香美市香北町下野尻・かほくちようしものじり

　　７８１-４２０３・高知県香美市香北町白石・ かほくちようしらいじ

　　７８１-４２２１・高知県香美市香北町白川・かほくちようしらかわ

　　７８１-４２４５・高知県香美市香北町清爪・かほくちようせいつﾞめ

　　７８１-４２３２・高知県香美市香北町谷相・かほくちようたにあい

　　７８１-４２１４・高知県香美市香北町太郎丸・かほくちようたろまる

　　７８１-４２０１・高知県香美市香北町永瀬・かほくちようながせ

　　７８１-４２３３・高知県香美市香北町中谷・かほくちようなかたに

　　７８１-４２３６・高知県香美市香北町永野・かほくちようながの

　　７８１-４２０８・高知県香美市香北町西川甲・かほくちようにしがわこう

　　７８１-４２０７・高知県香美市香北町西川乙・かほくちようにしがわおつ

　　７８１-４２２５・高知県香美市香北町西峯・かほくちようにしのみね

　　７８１-４２１１・高知県香美市香北町韮生野・かほくちようにろうの

　　７８１-４２０４・高知県香美市香北町根須・かほくちようねず

　　７８１-４２１６・高知県香美市香北町萩野・かほくちようはぎの

　　７８１-４２１７・高知県香美市香北町橋川野・かほくちようはしかわの

　　７８１-４２４４・高知県香美市香北町日浦込・かほくちようひうらごみ

　　７８１-４２３１・高知県香美市香北町日ノ御子・かほくちようひのみこ

　　７８１-４２４６・高知県香美市香北町日比原・かほくちようひびはら

　　７８１-４２１２・高知県香美市香北町美良布・かほくちようびらふ

　　７８１-４２３５・高知県香美市香北町朴ノ木・かほくちようほうのき

　　７８１-４２３４・高知県香美市香北町横谷・かほくちようよこたに

　　７８１-４２０５・高知県香美市香北町吉野・かほくちようよしの

　　７８１-４２０２・高知県香美市香北町蕨野・かほくちようわらびの

　　７８２-００３３・高知県香美市土佐山田町旭町・とさやまだちようあさひまち

　　７８２-００７２・高知県香美市土佐山田町有谷・とさやまだちようあらたに

　　７８２-０００９・高知県香美市土佐山田町神母ノ木・とさやまだちよういげのき

　　７８２-００５９・高知県香美市土佐山田町入野・とさやまだちよういりの

　　７８２-００１７・高知県香美市土佐山田町岩積・とさやまだちよういわずみ

　　７８２-００２１・高知県香美市土佐山田町岩次・とさやまだちよういわつぎ

　　７８２-００５４・高知県香美市土佐山田町植・とさやまだちよううえ

　　７８２-００７４・高知県香美市土佐山田町大後入・とさやまだちようおおごうにゆう

　　７８２-００７８・高知県香美市土佐山田町大平・とさやまだちようおおひら

　　７８２-００１４・高知県香美市土佐山田町小田島・とさやまだちようおだじま

　　７８９-０５８２・高知県香美市土佐山田町角茂谷・とさやまだちようかくもだに

　　７８２-０００６・高知県香美市土佐山田町影山・とさやまだちようかげやま

　　７８９-０５８６・高知県香美市土佐山田町樫谷・とさやまだちようかしのたに

　　７８９-０５８７・高知県香美市土佐山田町上穴内・とさやまだちようかみあなない

　　７８２-００５６・高知県香美市土佐山田町上改田・とさやまだちようかみかいだ

　　７８２-００１２・高知県香美市土佐山田町加茂・とさやまだちようかも

　　７８９-０５８４・高知県香美市土佐山田町北滝本・とさやまだちようきたたきもと

　　７８２-００２２・高知県香美市土佐山田町京田（立石）・(たていし)

　　７８２-００２３・高知県香美市土佐山田町京田（その他）・(そのた)

　　７８２-００５１・高知県香美市土佐山田町楠目（油石）・(あぶらいし)

　　７８２-００５１・高知県香美市土佐山田町楠目（前行）・(ぜんぎよう)

　　７８２-００５１・高知県香美市土佐山田町楠目（談議所）・(あだんぎしよ)

　　７８２-００５１・高知県香美市土佐山田町楠目（中村）・(なかむら)

　　７８２-００５１・高知県香美市土佐山田町楠目（平田）・(ひらた)

　　７８２-００５１・高知県香美市土佐山田町楠目（伏原）・(ふしはら)

　　７８２-００５１・高知県香美市土佐山田町楠目（予岳）・(よがく)



　　７８２-００３９・高知県香美市土佐山田町栄町・とさやまだちようさかえまち

　　７８２-０００５・高知県香美市土佐山田町逆川・とさやまだちようさかかわ

　　７８２-０００８・高知県香美市土佐山田町佐古薮・とさやまだちようさこやぶ

　　７８２-００７１・高知県香美市土佐山田町佐竹・とさやまだちようさたけ

　　７８２-００７７・高知県香美市土佐山田町佐野（仁井田）・とさやまだちようさの(にいだ)

　　７８２-００７９・高知県香美市土佐山田町佐野（その他）・とさやまだちようさの(そのた)

　　７８９-０５８５・高知県香美市土佐山田町繁藤・とさやまだちようしげとう

　　７８２-００１５・高知県香美市土佐山田町下ノ村・とさやまだちようしものむら

　　７８２-００５８・高知県香美市土佐山田町新改・とさやまだちようしんがい

　　７８２-００３８・高知県香美市土佐山田町秦山町・とさやまだちようじんざんちよう

　　７８２-００２４・高知県香美市土佐山田町神通寺・とさやまだちようじんつうじ

　　７８２-０００１・高知県香美市土佐山田町杉田・とさやまだちようすいた

　　７８２-００５５・高知県香美市土佐山田町須江・とさやまだちようすえ

　　７８２-００６１・高知県香美市土佐山田町曽我部川・とさやまだちようそがべがわ

　　７８２-００６４・高知県香美市土佐山田町大法寺・とさやまだちようだいほうじ

　　７８２-００３４・高知県香美市土佐山田町宝町・とさやまだちようたからまち

　　７８２-００１０・高知県香美市土佐山田町テクノパーク・とさやまだちようてくのはﾟｰく

　　７８２-００１８・高知県香美市土佐山田町戸板島・とさやまだちようといたじま

　　７８２-００７３・高知県香美市土佐山田町中後入・とさやまだちようなかごうにゆう

　　７８２-００１９・高知県香美市土佐山田町中野・とさやまだちようなかの

　　７８２-００７５・高知県香美市土佐山田町西後入・とさやまだちようにしごにゆう

　　７８２-００３２・高知県香美市土佐山田町西本町・とさやまだちようにしほんまち

　　７８９-０５８１・高知県香美市土佐山田町西又・とさやまだちようにしまた

　　７８２-０００４・高知県香美市土佐山田町間・とさやまだちようはざま

　　７８２-０００７・高知県香美市土佐山田町林田・とさやまだちようはやしだ

　　７８２-００６３・高知県香美市土佐山田町東川・とさやまだちようひがしがわ

　　７８２-００３１・高知県香美市土佐山田町東本町・とさやまだちようひがしほんまち

　　７８２-００５７・高知県香美市土佐山田町久次・とさやまだちようひさつぎ

　　７８２-００３５・高知県香美市土佐山田町百石町・とさやまだちようひやつこくちよう

　　７８９-０５８３・高知県香美市土佐山田町平山（岡田丸）・(おかだまる)

　　７８９-０５８３・高知県香美市土佐山田町平山（双子岩）・(ふたごいわ)

　　７８９-０５８３・高知県香美市土佐山田町平山（向田）・(むかいだ)

　　７８２-００６２・高知県香美市土佐山田町平山（その他）・(そのた)

　　７８２-０００２・高知県香美市土佐山田町船谷・とさやまだちようふなだに

　　７８２-００７６・高知県香美市土佐山田町本村・とさやまだちようほんむら

　　７８２-００１３・高知県香美市土佐山田町町田・とさやまだちようまちだ

　　７８２-００２５・高知県香美市土佐山田町松本・とさやまだちようまつもと

　　７８２-０００３・高知県香美市土佐山田町宮ノ口・とさやまだちようみやのくち

　　７８２-００３７・高知県香美市土佐山田町宮前町・とさやまだちようみやまえちよう

　　７８２-００１６・高知県香美市土佐山田町山田（小島）・(こじま)

　　７８２-００１６・高知県香美市土佐山田町山田（八王子）・(はちおうじ)

　　７８２-００１６・高知県香美市土佐山田町山田（原）・(はら)

　　７８２-００１１・高知県香美市土佐山田町山田島・とさやまだちようやまだじま

　　７８２-００４３・高知県香美市土佐山田町（北組西）・(きたぐみにし)

　　７８２-００４１・高知県香美市土佐山田町（北本町）・(きたほんまち)

　　７８２-００４５・高知県香美市土佐山田町（黒土）・(くろつち)

　　７８２-００４４・高知県香美市土佐山田町（中組）・(なかぐみ)

　　７８２-００３６・高知県香美市土佐山田町（古町）・(ふるまち)

　　７８２-００４２・高知県香美市土佐山田町（前山）・(まえやま)

　　７８２-００４６・高知県香美市土佐山田町（南組）・(みなみぐみ)

　　７８２-００４７・高知県香美市土佐山田町（その他）・(そのた)

　　７８１-４６４３・高知県香美市物部町市宇・ものべちよういちう

　　７８１-４４０１・高知県香美市物部町大栃・ものべちようおおどち

　　７８１-４５２８・高知県香美市物部町大西・ ものべちようおおにじ

　　７８１-４６４１・高知県香美市物部町岡ノ内・ものべちようおかのうち

　　７８１-４４０３・高知県香美市物部町押谷・ものべちようおすだに

　　７８１-４５２４・高知県香美市物部町楮佐古・ものべちようかじさこ

　　７８１-４５２３・高知県香美市物部町神池・ものべちようかみいけ

　　７８１-４５３１・高知県香美市物部町久保・ものべちようくほﾞ

　　７８１-４５２２・高知県香美市物部町黒代・ものべちようくろだい

　　７８１-４５２６・高知県香美市物部町五王堂・ものべちようごおどう

　　７８１-４４０４・高知県香美市物部町小浜・ものべちようこはま

　　７８１-４５３０・高知県香美市物部町笹・ものべちようささ

　　７８１-４４１３・高知県香美市物部町庄谷相・ものべちようしようだにあい

　　７８１-４４０６・高知県香美市物部町仙頭・ものべちようせんどう

　　７８１-４４１２・高知県香美市物部町拓・ものべちようつぶせ

　　７８１-４４１４・高知県香美市物部町頓定・ものべちようとんじよう

　　７８１-４５２９・高知県香美市物部町中上・ものべちようなかうえ

　　７８１-４４１１・高知県香美市物部町中谷川・ものべちようなかたにがわ

　　７８４-００６５・高知県香美市物部町中津尾・ものべちようなかつお



　　７８１-４４０５・高知県香美市物部町根木屋・ものべちようねきや

　　７８１-４６４２・高知県香美市物部町別役・ものべちようべつちやく

　　７８１-４６４４・高知県香美市物部町別府・ものべちようべふ

　　７８１-４４１５・高知県香美市物部町舞川・ものべちようまいかわ

　　７８１-４５２７・高知県香美市物部町南池・ものべちようみなみいけ

　　７８１-４５２１・高知県香美市物部町安丸・ものべちようやすまる

　　７８１-４５２５・高知県香美市物部町柳瀬・ものべちようやないせ

　　７８１-４６４５・高知県香美市物部町山崎（桑ノ川）・ものべちようやまさき(くわのかわ)

　　７８１-４４０２・高知県香美市物部町山崎（その他）・ものべちようやまさき(そのた)

　　７８１-７３００・高知県安芸郡東洋町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７８１-７４１４・高知県安芸郡東洋町生見・いくみ

　　７８１-７４１２・高知県安芸郡東洋町河内・かわうち

　　７８１-７４１１・高知県安芸郡東洋町甲浦・かんのうら

　　７８１-７４１３・高知県安芸郡東洋町白浜・しらはま

　　７８１-７３０２・高知県安芸郡東洋町野根甲・のねこう

　　７８１-７３０４・高知県安芸郡東洋町野根乙・のねおつ

　　７８１-７３０１・高知県安芸郡東洋町野根丙・のねへい

　　７８１-７３０３・高知県安芸郡東洋町野根丁・のねてい

　　７８１-６４００・高知県安芸郡奈半利町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７８１-６４０１・高知県安芸郡奈半利町甲・こう

　　７８１-６４０２・高知県安芸郡奈半利町乙・おつ

　　７８１-６４０３・高知県安芸郡奈半利町丙・へい

　　７８１-６４１０・高知県安芸郡田野町田野町一円・たのちよういちえん

　　７８１-６４００・高知県安芸郡安田町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７８１-６４３８・高知県安芸郡安田町小川・おがわ

　　７８１-６４３６・高知県安芸郡安田町瀬切・せぎり

　　７８１-６４２４・高知県安芸郡安田町隆見・たかみ

　　７８１-６４２２・高知県安芸郡安田町唐浜・とうのはま

　　７８１-６４２７・高知県安芸郡安田町内京坊・ないきようほﾞう

　　７８１-６４３７・高知県安芸郡安田町中里・なかざと

　　７８１-６４３３・高知県安芸郡安田町中ノ川・なかのかわ

　　７８１-６４２３・高知県安芸郡安田町西島・にしじま

　　７８１-６４３２・高知県安芸郡安田町西ノ川・にしのかわ

　　７８１-６４２５・高知県安芸郡安田町東島・ひがしじま

　　７８１-６４３９・高知県安芸郡安田町日々入・ひびいり

　　７８１-６４３５・高知県安芸郡安田町船倉・ふなくら

　　７８１-６４３１・高知県安芸郡安田町別所・べつしよ

　　７８１-６４２６・高知県安芸郡安田町間下・まげ

　　７８１-６４３０・高知県安芸郡安田町正弘・まさひろ

　　７８１-６４２１・高知県安芸郡安田町安田・やすだ

　　７８１-６４３４・高知県安芸郡安田町与床・よどこ

　　７８１-６４００・高知県安芸郡北川村・・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７８１-６４５８・高知県安芸郡北川村安倉・あぐら

　　７８１-６４４９・高知県安芸郡北川村柏木・かしわぎ

　　７８１-６４４３・高知県安芸郡北川村加茂・かも

　　７８１-６４５５・高知県安芸郡北川村久江ノ上・くえのうえ

　　７８１-６４５６・高知県安芸郡北川村久木・くき

　　７８１-６４５１・高知県安芸郡北川村小島・こしま

　　７８１-６４４７・高知県安芸郡北川村木積・こつも

　　７８１-６４５４・高知県安芸郡北川村島・しま

　　７８１-６４５９・高知県安芸郡北川村菅ノ上・すげのうえ

　　７８１-６４４８・高知県安芸郡北川村宗ノ上・そうのうえ

　　７８１-６４６０・高知県安芸郡北川村竹屋敷・たけやしき

　　７８１-６４４５・高知県安芸郡北川村長山・ながやま

　　７８１-６４４６・高知県安芸郡北川村西谷・にしだに

　　７８１-６４４４・高知県安芸郡北川村野川・のがわ

　　７８１-６４４１・高知県安芸郡北川村野友甲・のともこう

　　７８１-６４４２・高知県安芸郡北川村野友乙・のともおつ

　　７８１-６４５２・高知県安芸郡北川村平鍋・ひらなべ

　　７８１-６４５７・高知県安芸郡北川村弘瀬・ひろせ

　　７８１-６４５３・高知県安芸郡北川村二タ又・ふたまた

　　７８１-６４５０・高知県安芸郡北川村和田・わだ

　　７８１-６２００・高知県安芸郡馬路村・・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７８１-６２０１・高知県安芸郡馬路村馬路・うまじ

　　７８１-６２０２・高知県安芸郡馬路村魚梁瀬・やなせ

　　７８１-５７００・高知県安芸郡芸西村・・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７８１-５７０５・高知県安芸郡芸西村馬ノ上・うまのうえ

　　７８１-５７０８・高知県安芸郡芸西村久重・くえ

　　７８１-５７０７・高知県安芸郡芸西村国光・くにみつ

　　７８１-５７０６・高知県安芸郡芸西村道家・どうけ



　　７８１-５７０３・高知県安芸郡芸西村西分甲・にしぶんこう

　　７８１-５７０４・高知県安芸郡芸西村西分乙・にしぶんおつ

　　７８１-５７０１・高知県安芸郡芸西村和食甲・わじきこう

　　７８１-５７０２・高知県安芸郡芸西村和食乙・わじきおつ

　　７８１-３６００・高知県長岡郡本山町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７８１-３６０４・高知県長岡郡本山町井窪・いのくほﾞ

　　７８１-３６２３・高知県長岡郡本山町瓜生野・うりうの

　　７８１-３６０２・高知県長岡郡本山町大石・ おおいじ

　　７８１-３６１１・高知県長岡郡本山町上関甲・かみぜきこう

　　７８１-３６１２・高知県長岡郡本山町上関乙・かみぜきおつ

　　７８１-３６１３・高知県長岡郡本山町北山甲・きたやまこう

　　７８１-３６１４・高知県長岡郡本山町北山乙・きたやまおつ

　　７８１-３６１５・高知県長岡郡本山町北山丙・きたやまへい

　　７８１-３６０８・高知県長岡郡本山町木能津・きのうつﾞ

　　７８１-３６２０・高知県長岡郡本山町坂本・さかもと

　　７８１-３６１７・高知県長岡郡本山町寺家・じけ

　　７８１-３６１０・高知県長岡郡本山町下関・しもぜき

　　７８１-３６０５・高知県長岡郡本山町下津野・しもつの

　　７８１-３６０９・高知県長岡郡本山町助藤・すけとう

　　７８１-３６２２・高知県長岡郡本山町沢ケ内・そうがうち

　　７８１-３６０６・高知県長岡郡本山町高角・たかつの

　　７８１-３６１９・高知県長岡郡本山町立野・たちの

　　７８１-３６２４・高知県長岡郡本山町七戸・ななと

　　７８１-３６０７・高知県長岡郡本山町古田・ふるた

　　７８１-３６０１・高知県長岡郡本山町本山・もとやま

　　７８１-３６２１・高知県長岡郡本山町屋所・やところ

　　７８１-３６１８・高知県長岡郡本山町吉野・よしの

　　７８１-３６０３・高知県長岡郡本山町吉延・よしのぶ

　　７８９-０３００・高知県長岡郡大豊町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７８９-０１６７・高知県長岡郡大豊町粟生・あおう

　　７８９-０３０７・高知県長岡郡大豊町穴内・あなない

　　７８９-０２３７・高知県長岡郡大豊町庵谷・いおのたに

　　７８９-０１５７・高知県長岡郡大豊町筏木・いかだぎ

　　７８９-０２３３・高知県長岡郡大豊町磯谷・いそだに

　　７８９-０１５８・高知県長岡郡大豊町岩原・いわはら

　　７８９-０３２３・高知県長岡郡大豊町馬瀬・うまぜ

　　７８９-０３０６・高知県長岡郡大豊町尾生・おう

　　７８９-０２４８・高知県長岡郡大豊町大久保・おおくほﾞ

　　７８９-０２４７・高知県長岡郡大豊町大砂子・おおすなご

　　７８９-０１７３・高知県長岡郡大豊町大平（高原）・おおだいら(たかはら)

　　７８９-０１６９・高知県長岡郡大豊町大平（その他）・おおだいら(そのた)

　　７８９-０１７０・高知県長岡郡大豊町大滝（落合）・おおだき(おちあい)

　　７８９-０１７１・高知県長岡郡大豊町大滝（その他）・おおだき(そのた)

　　７８９-０３１６・高知県長岡郡大豊町小川・おがわ

　　７８９-０２３１・高知県長岡郡大豊町奥大田・おくおおた

　　７８９-０３２１・高知県長岡郡大豊町角茂谷・かくもだに

　　７８９-０２３２・高知県長岡郡大豊町梶ケ内（石堂、佐賀井）・かじがうち(いしどう､さがい)

　　７８９-０４２８・高知県長岡郡大豊町葛原（千野々）・かずらわら(ちのの)

　　７８９-０３０２・高知県長岡郡大豊町葛原（その他）・かずらわら(そのた)

　　７８９-０２５２・高知県長岡郡大豊町上東・ かみひがじ

　　７８９-０１７２・高知県長岡郡大豊町川井・かわい

　　７８９-０３０３・高知県長岡郡大豊町川口・かわぐち

　　７８９-０３１３・高知県長岡郡大豊町川口南・かわぐちみなみ

　　７８９-０２４１・高知県長岡郡大豊町川戸・かわど

　　７８９-０３２５・高知県長岡郡大豊町北川・きたがわ

　　７８９-０３２４・高知県長岡郡大豊町久寿軒・くすのき

　　７８９-０２５０・高知県長岡郡大豊町黒石・ くろいじ

　　７８９-０２５５・高知県長岡郡大豊町佐賀山・さがやま

　　７８９-０３０５・高知県長岡郡大豊町式岩・しきのいわ

　　７８９-０３１１・高知県長岡郡大豊町杉・すぎ

　　７８９-０３１２・高知県長岡郡大豊町高須・たかず

　　７８９-０４２６・高知県長岡郡大豊町立川上名・たじかわかみみよう

　　７８９-０４２７・高知県長岡郡大豊町立川下名・たじかわしもみよう

　　７８９-０１６８・高知県長岡郡大豊町立野・たつの

　　７８９-０３０４・高知県長岡郡大豊町谷・たに

　　７８９-０３０１・高知県長岡郡大豊町津家（桧生）・つげ(ひのきお)

　　７８９-０２４２・高知県長岡郡大豊町連火・つれび

　　７８９-０２３４・高知県長岡郡大豊町寺内（大田口）・てらうち(おおたぐち)

　　７８９-０３２２・高知県長岡郡大豊町戸手野・とでの

　　７８９-０１７４・高知県長岡郡大豊町中内・なかうち



　　７８９-０３１５・高知県長岡郡大豊町中村大王・なかむらだいおう

　　７８９-０２５１・高知県長岡郡大豊町中屋・なかや

　　７８９-０２４５・高知県長岡郡大豊町永淵・ながふち

　　７８９-０１６５・高知県長岡郡大豊町西川・にしがわ

　　７８９-０２４３・高知県長岡郡大豊町西久保・にしくほﾞ

　　７８９-０２５４・高知県長岡郡大豊町西土居・にしどい

　　７８９-０１５９・高知県長岡郡大豊町西峰（三谷）・にしみね(みたに)

　　７８９-０１６０・高知県長岡郡大豊町西峰（その他）・にしみね(そのた)

　　７８９-０１６２・高知県長岡郡大豊町怒田・ぬた

　　７８９-０３１４・高知県長岡郡大豊町日浦・ひうら

　　７８９-０１６６・高知県長岡郡大豊町東土居・ひがしどい

　　７８９-０２３５・高知県長岡郡大豊町船戸・ふなと

　　７８９-０１６３・高知県長岡郡大豊町南大王・みなみだいおう

　　７８９-０２４４・高知県長岡郡大豊町桃原・ももはら

　　７８９-０１５６・高知県長岡郡大豊町八川・やかわ

　　７８９-０２５３・高知県長岡郡大豊町安野々・やすのの

　　７８９-０２４６・高知県長岡郡大豊町柳野・やなぎの

　　７８９-０１６１・高知県長岡郡大豊町柚木・ゆのき

　　７８９-０１６４・高知県長岡郡大豊町八畝・ようね

　　７８９-０２３６・高知県長岡郡大豊町和田（目付）・わだ(めつけ)

　　７８１-３４００・高知県土佐郡土佐町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７８１-３４０８・高知県土佐郡土佐町相川・あいかわ

　　７８１-３３３６・高知県土佐郡土佐町芥川・あくたがわ

　　７８１-３３３５・高知県土佐郡土佐町有間・ありま

　　７８１-３５２４・高知県土佐郡土佐町井尻・いじり

　　７８１-３５２２・高知県土佐郡土佐町大渕・おおぶち

　　７８１-３４０７・高知県土佐郡土佐町樫山・かしやま

　　７８１-３３３２・高知県土佐郡土佐町栗木・くりき

　　７８１-３５２６・高知県土佐郡土佐町上津川・こうつﾞかわ

　　７８１-３５２３・高知県土佐郡土佐町古味・こみ

　　７８１-３４０２・高知県土佐郡土佐町境・さかい

　　７８１-３３３１・高知県土佐郡土佐町地蔵寺・じぞうじ

　　７８１-３５２５・高知県土佐郡土佐町下川・しもかわ

　　７８１-３３３７・高知県土佐郡土佐町瀬戸・せど

　　７８１-３５２１・高知県土佐郡土佐町田井・たい

　　７８１-３４０６・高知県土佐郡土佐町高須・たかす

　　７８１-３４０１・高知県土佐郡土佐町土居・どい

　　７８１-３３３４・高知県土佐郡土佐町西石原・にしいしはら

　　７８１-３４０４・高知県土佐郡土佐町溜井・ぬるい

　　７８１-３３３３・高知県土佐郡土佐町東石原・ひがしいしはら

　　７８１-３４０５・高知県土佐郡土佐町南泉・みないずみ

　　７８１-３７４２・高知県土佐郡土佐町南川・みながわ

　　７８１-３４０３・高知県土佐郡土佐町宮古野・みやこの

　　７８１-３７４１・高知県土佐郡土佐町柚ノ木・ゆのき

　　７８１-３４０９・高知県土佐郡土佐町和田・わだ

　　７８１-３７００・高知県土佐郡大川村・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７８１-３７０４・高知県土佐郡大川村朝谷・あさたに

　　７８１-３７１３・高知県土佐郡大川村井野川・いのかわ

　　７８１-３７０５・高知県土佐郡大川村大北川・おおきたがわ

　　７８１-３７１４・高知県土佐郡大川村大平・おおひら

　　７８１-３７１７・高知県土佐郡大川村大薮・おおやぶ

　　７８１-３７２３・高知県土佐郡大川村上小南川・かみおみながわ

　　７８１-３７１２・高知県土佐郡大川村川崎・かわさき

　　７８１-３７１６・高知県土佐郡大川村小北川・こきたがわ

　　７８１-３７０３・高知県土佐郡大川村小松・こまつ

　　７８１-３７１５・高知県土佐郡大川村小麦畝・こむぎうね

　　７８１-３７２５・高知県土佐郡大川村下切・したぎり

　　７８１-３７２２・高知県土佐郡大川村下小南川・しもおみながわ

　　７８１-３７１１・高知県土佐郡大川村高野・たかの

　　７８１-３７２１・高知県土佐郡大川村中切・なかぎり

　　７８１-３７０２・高知県土佐郡大川村船戸（桃ケ谷）・ふなと(ももがや)

　　７８１-３７０１・高知県土佐郡大川村船戸（その他）・ふなと(そのた)

　　７８１-３７２４・高知県土佐郡大川村南野山・みなみのやま

　　７８１-２１００・高知県吾川郡いの町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７８１-２１１０・高知県吾川郡いの町いの町の次に番地がくる場合・いのちようのつぎにはﾞんち

　　７８１-２１１５・高知県吾川郡いの町旭町・あさひまち

　　７８１-２６１３・高知県吾川郡いの町足谷・あしだに

　　７８１-２１２１・高知県吾川郡いの町池の内・いけのうち

　　７８１-２１１９・高知県吾川郡いの町内野北町・うつのきたまち

　　７８１-２１１７・高知県吾川郡いの町内野東町・うつのひがしまち



　　７８１-２１１８・高知県吾川郡いの町内野南町・うつのみなみまち

　　７８１-２１０８・高知県吾川郡いの町駅東町・えきひがしまち

　　７８１-２１０７・高知県吾川郡いの町駅前町・えきまえちよう

　　７８１-２１０６・高知県吾川郡いの町駅南町・えきみなみまち

　　７８１-２１２０・高知県吾川郡いの町枝川・えだがわ

　　７８１-２６０４・高知県吾川郡いの町越裏門・えりもん

　　７８１-２１２６・高知県吾川郡いの町大内・おおち

　　７８１-２６０３・高知県吾川郡いの町大森・おおもり

　　７８１-２１３６・高知県吾川郡いの町鹿敷・かしき

　　７８１-２６１４・高知県吾川郡いの町葛原・かずらはら

　　７８１-２１３３・高知県吾川郡いの町加田・かだ

　　７８１-２１２７・高知県吾川郡いの町鎌田・かまだ

　　７８１-２４０１・高知県吾川郡いの町上八川甲（枝川）・かみやかわこう(えだがわ)

　　７８１-２４０１・高知県吾川郡いの町上八川甲（大久保）・かみやかわこう(おおくほ)

　　７８１-２４０１・高知県吾川郡いの町上八川甲（木ノ瀬）・かみやかわこう(きのせ)

　　７８１-２４０１・高知県吾川郡いの町上八川甲（土居）・かみやかわこう(どい)

　　７８１-２４０１・高知県吾川郡いの町上八川甲（西川）・かみやかわこう(にしかわ)

　　７８１-２４０１・高知県吾川郡いの町上八川甲（本郷）・かみやかわこう(ほんごう)

　　７８１-２４０１・高知県吾川郡いの町上八川甲（柚ノ木野）・かみやかわこう(ゆのきの)

　　７８１-２４０２・高知県吾川郡いの町上八川丙（柿薮）・かみやかわへい(かきやぶ)

　　７８１-２４０２・高知県吾川郡いの町上八川丙（小申田）・かみやかわへい(こさるだ)

　　７８１-２４０２・高知県吾川郡いの町上八川丙（津賀谷）・かみやかわへい(つがのたに)

　　７８１-２４０２・高知県吾川郡いの町上八川丙（寺野）・かみやかわへい(てらの)

　　７８１-２４０２・高知県吾川郡いの町上八川丙（古江）・かみやかわへい(ふるえ)

　　７８１-２４０２・高知県吾川郡いの町上八川丙（連行）・かみやかわへい(れんぎよう)

　　７８１-２１１４・高知県吾川郡いの町加茂町・かもまち

　　７８１-２５１１・高知県吾川郡いの町清水上分（伊守川）・きよみずかみぶん(いもりかわ)

　　７８１-２５１１・高知県吾川郡いの町清水上分（川窪）・きよみずかみぶん(かわくほ)

　　７８１-２５１１・高知県吾川郡いの町清水上分（敷槇）・きよみずかみぶん(しきまき)

　　７８１-２５１１・高知県吾川郡いの町清水上分（土居）・きよみずかみぶん(どい)

　　７８１-２５１１・高知県吾川郡いの町清水上分（程野）・きよみずかみぶん(ほどの)

　　７８１-２５１２・高知県吾川郡いの町清水下分（馬路）・きよみずしもぶん(はﾞろう)

　　７８１-２５１２・高知県吾川郡いの町清水下分（大野）・きよみずしもぶん(おおの)

　　７８１-２５１２・高知県吾川郡いの町清水下分（川口）・きよみずしもぶん(かわぐち)

　　７８１-２５１２・高知県吾川郡いの町清水下分（日比原）・きよみずしもぶん(ひびはら)

　　７８１-２５１２・高知県吾川郡いの町清水下分（槇川）・きよみずしもぶん(まきがわ)

　　７８１-２５１２・高知県吾川郡いの町清水下分（松ノ木）・きよみずしもぶん(まつのき)

　　７８１-２１４３・高知県吾川郡いの町楠瀬・くすのせ

　　７８１-２６１５・高知県吾川郡いの町桑瀬・くわぜ

　　７８１-２１０２・高知県吾川郡いの町公園町・こうえんちよう

　　７８１-２１３４・高知県吾川郡いの町神谷・こうのたに

　　７８１-２３２４・高知県吾川郡いの町小川新別・こがわしんべつ

　　７８１-２３２２・高知県吾川郡いの町小川西津賀才・こがわにしつがさい

　　７８１-２３２１・高知県吾川郡いの町小川東津賀才・こがわひがしつがさい

　　７８１-２３２３・高知県吾川郡いの町小川樅ノ木山・こがわもみのきやま

　　７８１-２３２５・高知県吾川郡いの町小川柳野・こがわやなぎの

　　７８１-２１３５・高知県吾川郡いの町小野・この

　　７８１-２１０３・高知県吾川郡いの町幸町・さいわいちよう

　　７８１-２３３２・高知県吾川郡いの町下八川乙・しもやかわおつ

　　７８１-２３３１・高知県吾川郡いの町下八川甲・しもやかわこう

　　７８１-２３３４・高知県吾川郡いの町下八川丁・しもやかわてい

　　７８１-２３３５・高知県吾川郡いの町下八川十田・しもやかわとおだ

　　７８１-２３３３・高知県吾川郡いの町下八川丙・しもやかわへい

　　７８１-２１４１・高知県吾川郡いの町勝賀瀬・しようがせ

　　７８１-２１０５・高知県吾川郡いの町新町・しんまち

　　７８１-２１０１・高知県吾川郡いの町大国町・だいこくちよう

　　７８１-２６１２・高知県吾川郡いの町高薮・たかやぶ

　　７８１-２６０５・高知県吾川郡いの町寺川・てらがわ

　　７８１-２１２２・高知県吾川郡いの町天王北・てんのうきた

　　７８１-２１２３・高知県吾川郡いの町天王南・てんのうみなみ

　　７８１-２６０２・高知県吾川郡いの町戸中・とちゆう

　　７８１-２１４２・高知県吾川郡いの町中追・なかおい

　　７８１-２６０１・高知県吾川郡いの町長沢・ながさわ

　　７８１-２６１６・高知県吾川郡いの町中ノ川・なかのかわ

　　７８１-２１３２・高知県吾川郡いの町成山・なるやま

　　７８１-２１１２・高知県吾川郡いの町西町・にしまち

　　７８１-２１２８・高知県吾川郡いの町波川・はかわ

　　７８１-２１２４・高知県吾川郡いの町八田・はた

　　７８１-２１１１・高知県吾川郡いの町羽根町・はねまち

　　７８１-２１０４・高知県吾川郡いの町藤町・ふじまち



　　７８１-２１３１・高知県吾川郡いの町槇・まき

　　７８１-２１１３・高知県吾川郡いの町元町・もとまち

　　７８１-２１１６・高知県吾川郡いの町柳町・やなぎまち

　　７８１-２１４５・高知県吾川郡いの町柳瀬石見・やなのせいしみ

　　７８１-２１４６・高知県吾川郡いの町柳瀬上分・やなのせかみぶん

　　７８１-２１４４・高知県吾川郡いの町柳瀬本村・やなのせほんむら

　　７８１-２６１１・高知県吾川郡いの町脇ノ山・わきのやま

　　７８１-１５００・高知県吾川郡仁淀川町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７８１-１５３２・高知県吾川郡仁淀川町相能・あいのう

　　７８１-１６１２・高知県吾川郡仁淀川町池川大渡・いけがわおおど

　　７８１-１９１４・高知県吾川郡仁淀川町泉・いずみ

　　７８１-１６２１・高知県吾川郡仁淀川町入江谷・いりえだに

　　７８１-１６１５・高知県吾川郡仁淀川町岩柄・いわがら

　　７８１-１５１２・高知県吾川郡仁淀川町岩戸・いわど

　　７８１-１６１１・高知県吾川郡仁淀川町岩丸・いわまる

　　７８１-１５１４・高知県吾川郡仁淀川町大板・おおいた

　　７８１-１９１５・高知県吾川郡仁淀川町大植・おおうえ

　　７８１-１７５６・高知県吾川郡仁淀川町大尾・おおお

　　７８１-１５０１・高知県吾川郡仁淀川町大崎・おおさき

　　７８１-１７５１・高知県吾川郡仁淀川町大渡・おおど

　　７８１-１６１４・高知県吾川郡仁淀川町大西・ おおにじ

　　７８１-１６１７・高知県吾川郡仁淀川町大野・おおの

　　７８１-１６０１・高知県吾川郡仁淀川町大平・おおひら

　　７８１-１６２８・高知県吾川郡仁淀川町大屋・おおや

　　７８１-１５２０・高知県吾川郡仁淀川町大蕨・おおわらび

　　７８１-１５３４・高知県吾川郡仁淀川町遅越・おそごえ

　　７８１-１５１８・高知県吾川郡仁淀川町加枝・かえ

　　７８１-１６０２・高知県吾川郡仁淀川町楮原・かじはら

　　７８１-１７６６・高知県吾川郡仁淀川町上名野川・かみなのかわ

　　７８１-１６０５・高知県吾川郡仁淀川町川内谷・かわうちだに

　　７８１-１５０２・高知県吾川郡仁淀川町川口・かわぐち

　　７８１-１８０４・高知県吾川郡仁淀川町川渡・かわど

　　７８１-１７５４・高知県吾川郡仁淀川町北・きた

　　７８１-１６０７・高知県吾川郡仁淀川町北浦・きたうら

　　７８１-１７４６・高知県吾川郡仁淀川町北川・きたがわ

　　７８１-１５３１・高知県吾川郡仁淀川町久喜・くき

　　７８１-１５１７・高知県吾川郡仁淀川町葛原・くずわら

　　７８１-１６０８・高知県吾川郡仁淀川町坂本・さかもと

　　７８１-１７４３・高知県吾川郡仁淀川町崎ノ山・さきのやま

　　７８１-１５０５・高知県吾川郡仁淀川町桜・さくら

　　７８１-１５０６・高知県吾川郡仁淀川町鹿森・ししもり

　　７８１-１７４５・高知県吾川郡仁淀川町下北川・しもきたがわ

　　７８１-１７６２・高知県吾川郡仁淀川町下名野川・しもなのかわ

　　７８１-１５２３・高知県吾川郡仁淀川町宗津・そうつﾞ

　　７８１-１８０２・高知県吾川郡仁淀川町高瀬・たかせ

　　７８１-１６１０・高知県吾川郡仁淀川町竹ノ谷・たけのたに

　　７８１-１７４２・高知県吾川郡仁淀川町竹屋敷・たけやしき

　　７８１-１７５８・高知県吾川郡仁淀川町橘・たちはﾞな

　　７８１-１５０３・高知県吾川郡仁淀川町橘谷・たちはﾞなだに

　　７８１-１５２２・高知県吾川郡仁淀川町田村・たむら

　　７８１-１９１１・高知県吾川郡仁淀川町長者乙・ちようじやおつ

　　７８１-１９１２・高知県吾川郡仁淀川町長者丁・ちようじやてい

　　７８１-１９１３・高知県吾川郡仁淀川町長者丙・ちようじやへい

　　７８１-１７６５・高知県吾川郡仁淀川町津江・つえ

　　７８１-１７５３・高知県吾川郡仁淀川町潰溜・つえだまり

　　７８１-１６１８・高知県吾川郡仁淀川町椿山・つはﾞやま

　　７８１-１６２６・高知県吾川郡仁淀川町坪井川・つほﾞいがわ

　　７８１-１５１１・高知県吾川郡仁淀川町寺村・てらむら

　　７８１-１６０６・高知県吾川郡仁淀川町土居（甲・乙）・どい(こう･おつ)

　　７８１-１６２４・高知県吾川郡仁淀川町土居（その他）・どい(そのた)

　　７８１-１７５２・高知県吾川郡仁淀川町峠ノ越・とうのこえ

　　７８１-１７６３・高知県吾川郡仁淀川町中・なか

　　７８１-１７６４・高知県吾川郡仁淀川町長坂・ながさか

　　７８１-１５１６・高知県吾川郡仁淀川町中村・なかむら

　　７８１-１５２４・高知県吾川郡仁淀川町長屋・ながや

　　７８１-１７４１・高知県吾川郡仁淀川町名野川・なのかわ

　　７８１-１７４４・高知県吾川郡仁淀川町名野川大平・なのかわおおひら

　　７８１-１６２２・高知県吾川郡仁淀川町成川・なるがわ

　　７８１-１７６１・高知県吾川郡仁淀川町二ノ滝・にのたき

　　７８１-１６０３・高知県吾川郡仁淀川町日浦・ひうら



　　７８１-１５３３・高知県吾川郡仁淀川町引地・ひきち

　　７８１-１５０４・高知県吾川郡仁淀川町藤ノ野・ふじのの

　　７８１-１５３５・高知県吾川郡仁淀川町二子野・ふたごの

　　７８１-１８０３・高知県吾川郡仁淀川町別枝・ べつじ

　　７８１-１５２１・高知県吾川郡仁淀川町本村・ほんむら

　　７８１-１５１３・高知県吾川郡仁淀川町峯岩戸・みねいわど

　　７８１-１６０４・高知県吾川郡仁淀川町見ノ越・ みのこじ

　　７８１-１６２７・高知県吾川郡仁淀川町宮ケ平・みやがひら

　　７８１-１６１３・高知県吾川郡仁淀川町明戸岩・みようといわ

　　７８１-１６２０・高知県吾川郡仁淀川町用居乙（瓜生野）・もちいおつ(うりうの)

　　７８１-１６２０・高知県吾川郡仁淀川町用居乙（折尾）・もちいおつ(おりお)

　　７８１-１６２０・高知県吾川郡仁淀川町用居乙（桧谷）・もちいおつ(ひのきだに)

　　７８１-１６１９・高知県吾川郡仁淀川町用居甲（出丸）・もちいこう(いずまる)

　　７８１-１６１９・高知県吾川郡仁淀川町用居甲（舟形）・もちいこう(ふながた)

　　７８１-１６１９・高知県吾川郡仁淀川町用居甲（用居）・もちいこう(もちい)

　　７８１-１６１６・高知県吾川郡仁淀川町百川内・ももがわうち

　　７８１-１８０１・高知県吾川郡仁淀川町森・もり

　　７８１-１７５５・高知県吾川郡仁淀川町森山・もりやま

　　７８１-１６２５・高知県吾川郡仁淀川町吉ケ成・よしがなる

　　７８１-１６２３・高知県吾川郡仁淀川町余能・よのう

　　７８１-１６０９・高知県吾川郡仁淀川町寄合・よりあい

　　７８１-１７５７・高知県吾川郡仁淀川町鷲ノ巣・わしのす

　　７８１-１５１５・高知県吾川郡仁淀川町蕨谷・わらびだに

　　７８９-１３００・高知県高岡郡中土佐町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７８９-１４１３・高知県高岡郡中土佐町大野見荒瀬・おおのみあらせ

　　７８９-１４１４・高知県高岡郡中土佐町大野見神母野・おおのみいげの

　　７８９-１４０５・高知県高岡郡中土佐町大野見伊勢川・おおのみいせがわ

　　７８９-１４１８・高知県高岡郡中土佐町大野見大股・おおのみおおまた

　　７８９-１４１２・高知県高岡郡中土佐町大野見川奥・おおのみかわおく

　　７８９-１４１６・高知県高岡郡中土佐町大野見下ル川・おおのみくだるかわ

　　７８９-１４０３・高知県高岡郡中土佐町大野見久万秋・おおのみくまあき

　　７８９-１４１９・高知県高岡郡中土佐町大野見島ノ川・おおのみしまのがわ

　　７８９-１４０９・高知県高岡郡中土佐町大野見竹原・おおのみたけはら

　　７８９-１４１０・高知県高岡郡中土佐町大野見栂ノ川・おおのみつがのかわ

　　７８９-１４１５・高知県高岡郡中土佐町大野見寺野・おおのみてらの

　　７８９-１４１１・高知県高岡郡中土佐町大野見野老野・おおのみところの

　　７８９-１４０８・高知県高岡郡中土佐町大野見長野・おおのみながの

　　７８９-１４０４・高知県高岡郡中土佐町大野見奈路・おおのみなろ

　　７８９-１４１７・高知県高岡郡中土佐町大野見萩中・おおのみはぎなか

　　７８９-１４０２・高知県高岡郡中土佐町大野見橋谷・おおのみはしだに

　　７８９-１４０６・高知県高岡郡中土佐町大野見槇野々・おおのみまきのの

　　７８９-１４０７・高知県高岡郡中土佐町大野見三ツ又・おおのみみつまた

　　７８９-１４０１・高知県高岡郡中土佐町大野見吉野・おおのみよしの

　　７８９-１３０２・高知県高岡郡中土佐町上ノ加江・かみのかえ

　　７８９-１３０１・高知県高岡郡中土佐町久礼・くれ

　　７８９-１３０４・高知県高岡郡中土佐町矢井賀乙・やいかおつ

　　７８９-１３０３・高知県高岡郡中土佐町矢井賀甲・やいかこう

　　７８９-１２００・高知県高岡郡佐川町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７８９-１２１７・高知県高岡郡佐川町大田川・おおたかわ

　　７８９-１２０２・高知県高岡郡佐川町乙・おつ

　　７８９-１２０４・高知県高岡郡佐川町加茂・かも

　　７８９-１２３５・高知県高岡郡佐川町川ノ内組・かわのうちぐみ

　　７８９-１２１１・高知県高岡郡佐川町黒原・くろはら

　　７８９-１２０１・高知県高岡郡佐川町甲・こう

　　７８９-１２１６・高知県高岡郡佐川町庄田・しようだ

　　７８９-１２１５・高知県高岡郡佐川町瑞応・ずいおう

　　７８９-１２３３・高知県高岡郡佐川町中組・なかぐみ

　　７８９-１２１４・高知県高岡郡佐川町中野・なかの

　　７８９-１２３１・高知県高岡郡佐川町永野・ながの

　　７８９-１２３４・高知県高岡郡佐川町西組・にしぐみ

　　７８９-１２２２・高知県高岡郡佐川町西山組・にしやまぐみ

　　７８９-１２２３・高知県高岡郡佐川町西山耕・にしやまこう

　　７８９-１２３２・高知県高岡郡佐川町東組・ひがしぐみ

　　７８９-１２１８・高知県高岡郡佐川町平野・ひらの

　　７８９-１２１３・高知県高岡郡佐川町二ツ野・ふたつの

　　７８９-１２２４・高知県高岡郡佐川町古畑耕・ふるはたこう

　　７８９-１２０３・高知県高岡郡佐川町丙・へい

　　７８９-１２２１・高知県高岡郡佐川町本郷耕・ほんごうこう

　　７８９-１２２５・高知県高岡郡佐川町峰耕・みねこう

　　７８９-１２０５・高知県高岡郡佐川町室原・むろはら



　　７８９-１２１２・高知県高岡郡佐川町四ツ白・よつじろ

　　７８１-１３００・高知県高岡郡越知町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７８１-１３２５・高知県高岡郡越知町浅尾・あそお

　　７８１-１３１１・高知県高岡郡越知町今成・いまなり

　　７８１-１３３３・高知県高岡郡越知町大平・おおひら

　　７８１-１３０１・高知県高岡郡越知町越知甲・おちこう

　　７８１-１３０２・高知県高岡郡越知町越知乙・おちおつ

　　７８１-１３０３・高知県高岡郡越知町越知丙・おちへい

　　７８１-１３０４・高知県高岡郡越知町越知丁・おちてい

　　７８１-１３２６・高知県高岡郡越知町片岡・かたおか

　　７８１-１３２２・高知県高岡郡越知町鎌井田桑薮・かまいだくやぶ

　　７８１-１３２４・高知県高岡郡越知町鎌井田清助・かまいだせいすけ

　　７８１-１３２３・高知県高岡郡越知町鎌井田日ノ浦・かまいだひのうら

　　７８１-１３２１・高知県高岡郡越知町鎌井田本村・かまいだほんそん

　　７８１-１３３４・高知県高岡郡越知町桐見川・きりみがわ

　　７８１-１３２７・高知県高岡郡越知町黒瀬・くろせ

　　７８１-１３３１・高知県高岡郡越知町五味・ごみ

　　７８１-１３３７・高知県高岡郡越知町佐之国・さのくに

　　７８１-１３０７・高知県高岡郡越知町柴尾・しほﾞお

　　７８１-１３３５・高知県高岡郡越知町長者・ちようじや

　　７８１-１３０５・高知県高岡郡越知町野老山・ところやま

　　７８１-１３３２・高知県高岡郡越知町中大平・なかおおひら

　　７８１-１３２８・高知県高岡郡越知町南片岡・みなみかたおか

　　７８１-１３３６・高知県高岡郡越知町南ノ川・みなみのかわ

　　７８１-１３３８・高知県高岡郡越知町峰・みね

　　７８１-１３０８・高知県高岡郡越知町宮地・みやじ

　　７８１-１３０６・高知県高岡郡越知町山室・やまむろ

　　７８１-１３１４・高知県高岡郡越知町横畠中・よこはﾞたけなか

　　７８１-１３１３・高知県高岡郡越知町横畠東・ よこはﾞたけひがじ

　　７８１-１３１２・高知県高岡郡越知町横畠南・よこはﾞたけみなみ

　　７８１-１３１５・高知県高岡郡越知町横畠北・よこはﾞたけきた

　　７８５-０６００・高知県高岡郡檮原町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７８５-０６１１・高知県高岡郡檮原町飯母・いいほﾞ

　　７８５-０６６６・高知県高岡郡檮原町井高・いこう

　　７８５-０６０２・高知県高岡郡檮原町井の谷・いのたに

　　７８５-０６４１・高知県高岡郡檮原町上成・うわなろ

　　７８５-０６０３・高知県高岡郡檮原町太田戸・おおたど

　　７８５-０６２６・高知県高岡郡檮原町大野地・おおのじ

　　７８５-０７７１・高知県高岡郡檮原町大向・おおむかい

　　７８５-０６１３・高知県高岡郡檮原町大蔵谷・おぞうたに

　　７８５-０６５２・高知県高岡郡檮原町本も谷・おもだに

　　７８５-０６２７・高知県高岡郡檮原町影野地・かげのじ

　　７８５-０６２５・高知県高岡郡檮原町上折渡・かみおりわたり

　　７８５-０６５４・高知県高岡郡檮原町上組・かみぐみ

　　７８５-０６４６・高知県高岡郡檮原町上西の川・かみにしのかわ

　　７８５-０６６４・高知県高岡郡檮原町神の山・かみのやま

　　７８５-０６０６・高知県高岡郡檮原町上本村・かみほんむら

　　７８５-０７７６・高知県高岡郡檮原町家籠戸・かろうと

　　７８５-０６３５・高知県高岡郡檮原町川井・かわい

　　７８５-０６３６・高知県高岡郡檮原町川口・かわぐち

　　７８５-０６１２・高知県高岡郡檮原町川西路・かわにしじ

　　７８５-０６２２・高知県高岡郡檮原町神在居・かんざいこ

　　７８５-０７７４・高知県高岡郡檮原町久保谷・くほﾞたに

　　７８５-０６５７・高知県高岡郡檮原町東向・こちむき

　　７８５-０６０８・高知県高岡郡檮原町後別当・ごべつとう

　　７８５-０６６２・高知県高岡郡檮原町坂本川・さかもとがわ

　　７８５-０６３１・高知県高岡郡檮原町佐渡・さわたり

　　７８５-０７７５・高知県高岡郡檮原町島中・しまじゆう

　　７８５-０６２４・高知県高岡郡檮原町下折渡・しもおりわたり

　　７８５-０６５５・高知県高岡郡檮原町下組・しもぐみ

　　７８５-０６４７・高知県高岡郡檮原町下西の川・しもにしのかわ

　　７８５-０６０５・高知県高岡郡檮原町下本村・しもほんむら

　　７８５-０６４５・高知県高岡郡檮原町竹の薮・たけのやぶ

　　７８５-０６０７・高知県高岡郡檮原町田野々・たのの

　　７８５-０６２１・高知県高岡郡檮原町太郎川・たろうがわ

　　７８５-０６５１・高知県高岡郡檮原町茶や谷・ちややだに

　　７８５-０６６５・高知県高岡郡檮原町坪野田・つほﾞのた

　　７８５-０６５８・高知県高岡郡檮原町富永・とみなが

　　７８５-０６３３・高知県高岡郡檮原町豊原・とよはら

　　７８５-０６４８・高知県高岡郡檮原町仲間・なかいだ



　　７８５-０６３４・高知県高岡郡檮原町仲久保・なかくほﾞ

　　７８５-０６２３・高知県高岡郡檮原町仲洞・なかとう

　　７８５-０６５３・高知県高岡郡檮原町中の川・なかのかわ

　　７８５-０７７２・高知県高岡郡檮原町中平・なかひら

　　７８５-０６０１・高知県高岡郡檮原町永野・ながの

　　７８５-０６３２・高知県高岡郡檮原町初瀬本村・はつせほんむら

　　７８５-０６５６・高知県高岡郡檮原町東川・ひがしがわ

　　７８５-０６４４・高知県高岡郡檮原町広野・ひろの

　　７８５-０６６３・高知県高岡郡檮原町文丸・ぶんまる

　　７８５-０６４２・高知県高岡郡檮原町松谷・まつだに

　　７８５-０７７３・高知県高岡郡檮原町松原・まつはﾞら

　　７８５-０６４３・高知県高岡郡檮原町宮野々・みやのの

　　７８５-０６１０・高知県高岡郡檮原町檮原・ゆすはら

　　７８５-０６０４・高知県高岡郡檮原町横貝・よこがい

　　７８５-０６６１・高知県高岡郡檮原町六丁・ろくちよう

　　７８１-２１００・高知県高岡郡日高村・・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７８１-２１５４・高知県高岡郡日高村岩目地・いわめじ

　　７８１-２１６３・高知県高岡郡日高村大花・おおはな

　　７８１-２１５２・高知県高岡郡日高村沖名・おきな

　　７８１-２１６７・高知県高岡郡日高村鴨地・かもじ

　　７８１-２１５５・高知県高岡郡日高村九頭・くず

　　７８１-２１５１・高知県高岡郡日高村下分・しもぶん

　　７８１-２１６６・高知県高岡郡日高村長畑・ながはﾞた

　　７８１-２１６２・高知県高岡郡日高村名越屋・なごや

　　７８１-２１６１・高知県高岡郡日高村柱谷・はしらたに

　　７８１-２１５３・高知県高岡郡日高村本郷・ほんごう

　　７８１-２１６４・高知県高岡郡日高村本村・ほんむら

　　７８１-２１６５・高知県高岡郡日高村宮ノ谷・みやのたに

　　７８５-０２００・高知県高岡郡津野町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７８５-０２１９・高知県高岡郡津野町赤木・あかぎ

　　７８５-０２１８・高知県高岡郡津野町大野・おおの

　　７８５-０２０３・高知県高岡郡津野町貝ノ川・かいのかわ

　　７８５-０２１０・高知県高岡郡津野町貝ノ川床鍋・かいのかわとこなべ

　　７８５-０２０６・高知県高岡郡津野町樺の川・かはﾞのかわ

　　７８５-０４１３・高知県高岡郡津野町烏出川・からすでがわ

　　７８５-０５０２・高知県高岡郡津野町北川・きたがわ

　　７８５-０２０４・高知県高岡郡津野町久保川・くほﾞかわ

　　７８５-０２１７・高知県高岡郡津野町黒川・くろかわ

　　７８５-０４１２・高知県高岡郡津野町桑ケ市・くわがいち

　　７８５-０２１２・高知県高岡郡津野町白石乙・しらいしおつ

　　７８５-０２１１・高知県高岡郡津野町白石甲・しらいしこう

　　７８５-０２１３・高知県高岡郡津野町白石丙・しらいしへい

　　７８５-０２０７・高知県高岡郡津野町新土居・しんどい

　　７８５-０２１５・高知県高岡郡津野町杉ノ川乙・すぎのかわおつ

　　７８５-０２１４・高知県高岡郡津野町杉ノ川甲・すぎのかわこう

　　７８５-０２１６・高知県高岡郡津野町杉ノ川丙・すぎのかわへい

　　７８５-０５０１・高知県高岡郡津野町力石・ ちからいじ

　　７８５-０２０１・高知県高岡郡津野町永野・ながの

　　７８５-０２０９・高知県高岡郡津野町西谷乙・にしだにおつ

　　７８５-０２０５・高知県高岡郡津野町西谷甲・にしだにこう

　　７８５-０２０２・高知県高岡郡津野町姫野々・ひめのの

　　７８５-０４１１・高知県高岡郡津野町船戸・ふなと

　　７８５-０２０８・高知県高岡郡津野町三間川・みまのかわ

　　７８５-０５０４・高知県高岡郡津野町芳生野乙・よしうのおつ

　　７８５-０５０３・高知県高岡郡津野町芳生野甲・よしうのこう

　　７８５-０５０５・高知県高岡郡津野町芳生野丙・よしうのへい

　　７８６-００００・高知県高岡郡四万十町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７８６-０３２７・高知県高岡郡四万十町相去・あいざれ

　　７８６-００７５・高知県高岡郡四万十町秋丸・あきまる

　　７８６-００６４・高知県高岡郡四万十町家地川・いえじがわ

　　７８６-０５３３・高知県高岡郡四万十町井崎・いさき

　　７８６-００８８・高知県高岡郡四万十町市生原・いちうはﾞら

　　７８６-０３２５・高知県高岡郡四万十町市ノ又・いちのまた

　　７８６-００９４・高知県高岡郡四万十町一斗俵・いつとひよう

　　７８６-００３７・高知県高岡郡四万十町魚の川・うおのかわ

　　７８６-０３２２・高知県高岡郡四万十町打井川・うついがわ

　　７８６-０５２３・高知県高岡郡四万十町浦越・ うらごじ

　　７８６-０３０７・高知県高岡郡四万十町江師・ えじ

　　７８６-０５３２・高知県高岡郡四万十町大井川・おおいがわ

　　７８６-００１６・高知県高岡郡四万十町大井野・おおいの



　　７８６-００５８・高知県高岡郡四万十町大鶴津・おおつるつ

　　７８６-００６７・高知県高岡郡四万十町大向・おおむかい

　　７８６-００４５・高知県高岡郡四万十町興津（１～１６９９)・おきつ

　　７８６-００４６・高知県高岡郡四万十町興津（その他）・おきつ(そのた)

　　７８６-０５１７・高知県高岡郡四万十町奥大道・おくおおどう

　　７８６-００３８・高知県高岡郡四万十町奥呉地・おくくれじ

　　７８６-００７１・高知県高岡郡四万十町奥神ノ川・おくごうのかわ

　　７８６-０５３１・高知県高岡郡四万十町小野・おの

　　７８６-００４８・高知県高岡郡四万十町親ケ内・おやがうち

　　７８６-００７８・高知県高岡郡四万十町折合・おれあい

　　７８６-００３４・高知県高岡郡四万十町替坂本・かえざかもと

　　７８６-００１１・高知県高岡郡四万十町香月が丘・かげつがおか

　　７８６-００３２・高知県高岡郡四万十町影野・かげの

　　７８６-００４９・高知県高岡郡四万十町数神・かずこう

　　７８６-００９８・高知県高岡郡四万十町上秋丸・かみあきまる

　　７８６-０３０５・高知県高岡郡四万十町上岡・かみおか

　　７８６-０５２２・高知県高岡郡四万十町茅吹手・かやぶくて

　　７８６-０３２６・高知県高岡郡四万十町烏手・からすで

　　７８６-０５１４・高知県高岡郡四万十町河内・かわうち

　　７８６-００９１・高知県高岡郡四万十町川ノ内・かわのうち

　　７８６-００１２・高知県高岡郡四万十町北琴平町・きたことひらまち

　　７８６-０３０３・高知県高岡郡四万十町希ノ川・きのかわ

　　７８６-０００３・高知県高岡郡四万十町金上野・きんじようの

　　７８６-０５１６・高知県高岡郡四万十町口大道・くちおおどう

　　７８６-００７３・高知県高岡郡四万十町口神ノ川・くちごうのかわ

　　７８６-００１０・高知県高岡郡四万十町窪川・くほﾞかわ

　　７８６-０５１５・高知県高岡郡四万十町久保川・くほﾞかわ

　　７８６-００９６・高知県高岡郡四万十町窪川中津川・くほﾞかわなかつがわ

　　７８６-００４２・高知県高岡郡四万十町黒石・ くろいじ

　　７８６-０３０６・高知県高岡郡四万十町小石・ こいじ

　　７８６-００１７・高知県高岡郡四万十町神ノ西・こうのさい

　　７８６-０５０２・高知県高岡郡四万十町古城・こじよう

　　７８６-００５７・高知県高岡郡四万十町小鶴津・こつﾞるつ

　　７８６-００１３・高知県高岡郡四万十町琴平町・ことひらまち

　　７８６-００２２・高知県高岡郡四万十町小向・こむかい

　　７８６-０３１３・高知県高岡郡四万十町木屋ケ内・こやがうち

　　７８６-００２８・高知県高岡郡四万十町根元原・ごんげんはﾞら

　　７８６-００１５・高知県高岡郡四万十町西原・さいはﾞら

　　７８６-０００８・高知県高岡郡四万十町榊山町・さかきやまちよう

　　７８６-００８７・高知県高岡郡四万十町作屋・さくや

　　７８６-０５２４・高知県高岡郡四万十町里川・さとかわ

　　７８６-０００４・高知県高岡郡四万十町茂串町・しげくしちよう

　　７８６-００１８・高知県高岡郡四万十町仕出原・しではら

　　７８６-０３０４・高知県高岡郡四万十町下岡・しもおか

　　７８６-００３６・高知県高岡郡四万十町下呉地・しもくれじ

　　７８６-０３１５・高知県高岡郡四万十町下津井・しもつい

　　７８６-０３１４・高知県高岡郡四万十町下道・しもどう

　　７８６-００９２・高知県高岡郡四万十町勝賀野・しようがの

　　７８６-０３２３・高知県高岡郡四万十町上宮・じようぐう

　　７８６-０５１３・高知県高岡郡四万十町昭和乙・しようわおつ

　　７８６-０５１２・高知県高岡郡四万十町昭和甲・しようわこう

　　７８６-０５１１・高知県高岡郡四万十町昭和（その他）・しようわ(そのた)

　　７８６-０５０１・高知県高岡郡四万十町地吉・ じよじ

　　７８６-００５６・高知県高岡郡四万十町志和・しわ

　　７８６-００５５・高知県高岡郡四万十町志和峰・しわみね

　　７８６-００１４・高知県高岡郡四万十町新開町・しんがいちよう

　　７８６-０３０２・高知県高岡郡四万十町瀬里・せり

　　７８６-００６６・高知県高岡郡四万十町天の川・そらのかわ

　　７８６-０３０１・高知県高岡郡四万十町大正（葛籠川）・たいしよう(つつﾞらがわ)

　　７８６-０３０１・高知県高岡郡四万十町大正（轟崎を含む）・(とどろきざきｦふくむ)

　　７８６-０３１２・高知県高岡郡四万十町大正大奈路・たいしようおおなろ

　　７８６-０３２１・高知県高岡郡四万十町大正北ノ川・たいしようきたのかわ

　　７８６-０３１６・高知県高岡郡四万十町大正中津川・たいしようなかつかわ

　　７８６-００６３・高知県高岡郡四万十町高野・たかの

　　７８６-０５２１・高知県高岡郡四万十町津賀・つが

　　７８６-００７６・高知県高岡郡四万十町寺野・てらの

　　７８６-００５２・高知県高岡郡四万十町土居・どい

　　７８６-００３３・高知県高岡郡四万十町道徳・どうとく

　　７８６-０５０４・高知県高岡郡四万十町十川・とおかわ

　　７８６-０５３５・高知県高岡郡四万十町十和川口・とおわかわぐち



　　７８６-０５０３・高知県高岡郡四万十町戸川・とがわ

　　７８６-００３１・高知県高岡郡四万十町床鍋・とこなべ

　　７８６-００２５・高知県高岡郡四万十町富岡・とみおか

　　７８６-００７２・高知県高岡郡四万十町中神ノ川・なかごうのかわ

　　７８６-００２３・高知県高岡郡四万十町中ノ越・なかのこえ

　　７８６-００８１・高知県高岡郡四万十町中村・なかむら

　　７８６-００８２・高知県高岡郡四万十町七里・ななさと

　　７８６-００４１・高知県高岡郡四万十町奈路・なろ

　　７８６-００２１・高知県高岡郡四万十町仁井田・にいだ

　　７８６-００８３・高知県高岡郡四万十町西川角・にしかわつﾞの

　　７８６-０３１１・高知県高岡郡四万十町西ノ川・にしのかわ

　　７８６-００８５・高知県高岡郡四万十町根々崎・ねねざき

　　７８６-００６５・高知県高岡郡四万十町野地・のじ

　　７８６-０５２５・高知県高岡郡四万十町野々川・ののがわ

　　７８６-００４７・高知県高岡郡四万十町八千数・はつせんず

　　７８６-００５４・高知県高岡郡四万十町飯ノ川・はんのかわ

　　７８６-００２７・高知県高岡郡四万十町東大奈路・ひがしおおなろ

　　７８６-００８４・高知県高岡郡四万十町東川角・ひがしかわつﾞの

　　７８６-００９３・高知県高岡郡四万十町東北ノ川・ひがしきたのかわ

　　７８６-０００６・高知県高岡郡四万十町東町・ひがしまち

　　７８６-００７７・高知県高岡郡四万十町桧生原・ひさはら

　　７８６-００９７・高知県高岡郡四万十町日野地・ひのじ

　　７８６-００２６・高知県高岡郡四万十町平串・ ひらぐじ

　　７８６-００５１・高知県高岡郡四万十町平野・ひらの

　　７８６-０３２４・高知県高岡郡四万十町弘瀬・ひろせ

　　７８６-０５３４・高知県高岡郡四万十町広瀬・ひろせ

　　７８６-００５３・高知県高岡郡四万十町弘見・ひろみ

　　７８６-０００１・高知県高岡郡四万十町藤ノ川・ふじのがわ

　　７８６-０００７・高知県高岡郡四万十町古市町・ふるいちまち

　　７８６-００４３・高知県高岡郡四万十町本堂・ほんどう

　　７８６-０００５・高知県高岡郡四万十町本町・ほんまち

　　７８６-０００２・高知県高岡郡四万十町見付・みつけ

　　７８６-００７４・高知県高岡郡四万十町南川口・みなみかわぐち

　　７８６-００６１・高知県高岡郡四万十町峰ノ上・みねのうえ

　　７８６-００８６・高知県高岡郡四万十町宮内・みやうち

　　７８６-００２４・高知県高岡郡四万十町向川・むかいがわ

　　７８６-０３０８・高知県高岡郡四万十町芳川・よしかわ

　　７８６-００４４・高知県高岡郡四万十町与津地・よつじ

　　７８６-００９５・高知県高岡郡四万十町米奥・よねおく

　　７８６-００３５・高知県高岡郡四万十町六反地・ろくたんじ

　　７８６-００６８・高知県高岡郡四万十町若井・わかい

　　７８６-００６２・高知県高岡郡四万十町若井川・わかいがわ

　　７８８-０３００・高知県幡多郡大月町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７８８-０３３２・高知県幡多郡大月町赤泊・あかどまり

　　７８８-０３５１・高知県幡多郡大月町安満地・あまじ

　　７８８-０３４２・高知県幡多郡大月町一切・いつさい

　　７８８-０３２４・高知県幡多郡大月町大浦・おおうら

　　７８８-０３３４・高知県幡多郡大月町樫ノ浦・かしのうら

　　７８８-０３１４・高知県幡多郡大月町頭集・かしらつどい

　　７８８-０３４３・高知県幡多郡大月町柏島・かしわじま

　　７８８-０３３５・高知県幡多郡大月町唐岩・からいわ

　　７８８-０３３１・高知県幡多郡大月町口目塚・くちめつﾞか

　　７８８-０３２２・高知県幡多郡大月町小才角・こさいつの

　　７８８-０３１５・高知県幡多郡大月町古満目・こまめ

　　７８８-０３２３・高知県幡多郡大月町才角・さいつの

　　７８８-０３１３・高知県幡多郡大月町周防形・すおうがた

　　７８８-０３１２・高知県幡多郡大月町清王・せいおう

　　７８８-０３６３・高知県幡多郡大月町添ノ川・そいのかわ

　　７８８-０３５２・高知県幡多郡大月町橘浦・たちはﾞなうら

　　７８８-０３６１・高知県幡多郡大月町龍ケ迫・たつがさこ

　　７８８-０３２５・高知県幡多郡大月町月ケ丘・つきがおか

　　７８８-０３５３・高知県幡多郡大月町泊浦・とまりうら

　　７８８-０３３３・高知県幡多郡大月町西泊・にしどまり

　　７８８-０３２１・高知県幡多郡大月町春遠・はるどお

　　７８８-０３３１・高知県幡多郡大月町姫ノ井・ひめのい

　　７８８-０３４１・高知県幡多郡大月町平山・ひらやま

　　７８８-０３０２・高知県幡多郡大月町弘見・ひろみ

　　７８８-０３１１・高知県幡多郡大月町鉾土・ほこつち

　　７８８-０３６２・高知県幡多郡大月町芳ノ沢・よしのさわ

　　７８７-０８００・高知県幡多郡三原村・・以下に不掲載・いかにふけいさい



　　７８７-０８０６・高知県幡多郡三原村狼内・おおかみうち

　　７８７-０８０４・高知県幡多郡三原村上下長谷・かみしもながたに

　　７８７-０８０５・高知県幡多郡三原村上長谷・かみながたに

　　７８７-０８１５・高知県幡多郡三原村亀ノ川・かめのかわ

　　７８７-０８０３・高知県幡多郡三原村来栖野・くるすの

　　７８７-０８１６・高知県幡多郡三原村下切・したぎり

　　７８７-０８１２・高知県幡多郡三原村下長谷・しもながたに

　　７８７-０８０７・高知県幡多郡三原村成山・なるやま

　　７８７-０８１４・高知県幡多郡三原村広野・ひろの

　　７８７-０８１３・高知県幡多郡三原村皆尾・みなお

　　７８７-０８０２・高知県幡多郡三原村宮ノ川・みやのかわ

　　７８７-０８０１・高知県幡多郡三原村柚ノ木・ゆのき

　　７８７-０８１１・高知県幡多郡三原村芳井・よしい

　　７８９-１９００・高知県幡多郡黒潮町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７８９-１９０３・高知県幡多郡黒潮町有井川・ありいがわ

　　７８９-１９０４・高知県幡多郡黒潮町伊田・いだ

　　７８９-１７０１・高知県幡多郡黒潮町市野瀬・いちのせ

　　７８９-１７１１・高知県幡多郡黒潮町市野々川・いちののがわ

　　７８９-１９３４・高知県幡多郡黒潮町出口・いでぐち

　　７８９-１７１３・高知県幡多郡黒潮町伊与喜・いよき

　　７８９-１９３１・高知県幡多郡黒潮町入野・いりの

　　７８９-１９１１・高知県幡多郡黒潮町浮鞭・うきぶち

　　７８９-１９２４・高知県幡多郡黒潮町馬荷・うまに

　　７８９-１９２３・高知県幡多郡黒潮町大井川・おおいがわ

　　７８９-１９２５・高知県幡多郡黒潮町大方橘川・おおがたたちはﾞながわ

　　７８９-１９１３・高知県幡多郡黒潮町奥湊川・おくみなとがわ

　　７８９-１９３６・高知県幡多郡黒潮町御坊畑・おんほﾞうはﾞた

　　７８９-１７０５・高知県幡多郡黒潮町荷稲・かいな

　　７８９-１９０１・高知県幡多郡黒潮町上川口・かみかわぐち

　　７８９-１９３５・高知県幡多郡黒潮町上田の口・かみたのくち

　　７８９-１９２１・高知県幡多郡黒潮町加持・かもち

　　７８９-１９２２・高知県幡多郡黒潮町加持川・かもちがわ

　　７８９-１７０４・高知県幡多郡黒潮町川奥・かわおく

　　７８９-１９１２・高知県幡多郡黒潮町口湊川・くちみなとがわ

　　７８９-１７１５・高知県幡多郡黒潮町熊井・くまい

　　７８９-１７１６・高知県幡多郡黒潮町熊野浦・くまのうら

　　７８９-１７０６・高知県幡多郡黒潮町小黒ノ川・こぐろのかわ

　　７８９-１７０３・高知県幡多郡黒潮町拳ノ川・こぶしのかわ

　　７８９-１７２３・高知県幡多郡黒潮町佐賀（馬地）・さが(うまじ)

　　７８９-１７２２・高知県幡多郡黒潮町佐賀（坂折）・さが(さかおり)

　　７８９-１７２１・高知県幡多郡黒潮町佐賀（中角）・さが(なかかど)

　　７８９-１７２４・高知県幡多郡黒潮町佐賀（横浜）・さが(よこはま)

　　７８９-１７２０・高知県幡多郡黒潮町佐賀（その他）・さが(そのた)

　　７８９-１７０２・高知県幡多郡黒潮町佐賀橘川・さがたちはﾞながわ

　　７８９-１９３２・高知県幡多郡黒潮町下田の口・しもたのくち

　　７８９-１７２５・高知県幡多郡黒潮町白浜・しらはま

　　７８９-１７０８・高知県幡多郡黒潮町鈴・すず

　　７８９-１９３３・高知県幡多郡黒潮町田野浦・たのうら

　　７８９-１７０７・高知県幡多郡黒潮町中ノ川・なかのかわ

　　７８９-１９０５・高知県幡多郡黒潮町灘・なだ

　　７８９-１７１４・高知県幡多郡黒潮町藤縄・ふじなわ

　　７８９-１７１２・高知県幡多郡黒潮町不破原・ふはﾞはら

　　７８９-１９０２・高知県幡多郡黒潮町蜷川・みながわ




