
　　８６１-００００・熊本県熊本市中央区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８６０-０８０１・熊本県熊本市中央区安政町・あんせいまち

　　８６０-０８４１・熊本県熊本市中央区井川淵町・いがわぶちまち

　　８６２-０９４１・熊本県熊本市中央区出水・いずみ

　　８６０-００４３・熊本県熊本市中央区板屋町・いたやまち

　　８６０-００３１・熊本県熊本市中央区魚屋町・うおやまち

　　８６０-００７７・熊本県熊本市中央区内坪井町・うちつほﾞいまち

　　８６２-０９４２・熊本県熊本市中央区江津・えつﾞ

　　８６２-０９７１・熊本県熊本市中央区大江・おおえ

　　８６２-０９７３・熊本県熊本市中央区大江本町・おおえほんまち

　　８６２-０９５８・熊本県熊本市中央区岡田町・おかだまち

　　８６２-０９２４・熊本県熊本市中央区帯山・おびやま

　　８６０-００２６・熊本県熊本市中央区鍛冶屋町・かじやまち

　　８６０-００２１・熊本県熊本市中央区上鍛冶屋町・かみかじやまち

　　８６２-０９５３・熊本県熊本市中央区上京塚町・かみきようつﾞかまち

　　８６２-０９５１・熊本県熊本市中央区上水前寺・かみすいぜんじ

　　８６０-０８４５・熊本県熊本市中央区上通町・かみとおりちよう

　　８６０-０８４７・熊本県熊本市中央区上林町・かみはﾞやしまち

　　８６０-０８０４・熊本県熊本市中央区辛島町・からしまちよう

　　８６０-００３９・熊本県熊本市中央区川端町・かわはﾞたまち

　　８６０-００２３・熊本県熊本市中央区河原町・かわらまち

　　８６０-０８５５・熊本県熊本市中央区北千反畑町・きたせんだんはﾞたまち

　　８６０-００７８・熊本県熊本市中央区京町・きようまち

　　８６０-００８１・熊本県熊本市中央区京町本丁・きようまちほんちよう

　　８６０-０８４３・熊本県熊本市中央区草葉町・くさはﾞちよう

　　８６２-０９７６・熊本県熊本市中央区九品寺・くほんじ

　　８６０-０８６２・熊本県熊本市中央区黒髪・くろかみ

　　８６２-０９５４・熊本県熊本市中央区神水・くわみず

　　８６２-０９５５・熊本県熊本市中央区神水本町・くわみずほんまち

　　８６０-００１４・熊本県熊本市中央区慶徳堀町・けいとくほﾞりまち

　　８６０-００３３・熊本県熊本市中央区紺屋阿弥陀寺町・こうやあみだじまち

　　８６０-００１２・熊本県熊本市中央区紺屋今町・こうやいままち

　　８６０-００２５・熊本県熊本市中央区紺屋町・こうやまち

　　８６０-０８５１・熊本県熊本市中央区子飼本町・こかいほんまち

　　８６２-０９４９・熊本県熊本市中央区国府・こくぶ

　　８６２-０９４８・熊本県熊本市中央区国府本町・こくぶほんまち

　　８６０-００４２・熊本県熊本市中央区小沢町・こざわまち

　　８６０-０００３・熊本県熊本市中央区古城町・こじようまち

　　８６０-００７６・熊本県熊本市中央区壺川・こせん

　　８６２-０９０９・熊本県熊本市中央区湖東・ことう

　　８６０-０８１３・熊本県熊本市中央区琴平・ことひら

　　８６０-０８１４・熊本県熊本市中央区琴平本町・ことひらほんまち

　　８６０-００３５・熊本県熊本市中央区呉服町・ごふくまち

　　８６０-００２９・熊本県熊本市中央区米屋町・こめやまち

　　８６０-００４１・熊本県熊本市中央区細工町・さいくまち

　　８６０-０８０５・熊本県熊本市中央区桜町・さくらまち

　　８６２-０９２２・熊本県熊本市中央区三郎・さぶろう

　　８６０-００７３・熊本県熊本市中央区島崎・しまさき

　　８６０-０８０７・熊本県熊本市中央区下通・しもとおり

　　８６０-０８２４・熊本県熊本市中央区十禅寺・じゆうぜんじ

　　８６０-０８４６・熊本県熊本市中央区城東町・じようとうまち

　　８６２-０９７２・熊本県熊本市中央区新大江・しんおおえ

　　８６０-００１１・熊本県熊本市中央区新鍛冶屋町・しんかじやまち

　　８６０-０８０３・熊本県熊本市中央区新市街・しんしがい

　　８６０-０００４・熊本県熊本市中央区新町・しんまち

　　８６２-０９７５・熊本県熊本市中央区新屋敷・しんやしき

　　８６２-０９５０・熊本県熊本市中央区水前寺・すいぜんじ

　　８６２-０９５６・熊本県熊本市中央区水前寺公園・すいぜんじこうえん

　　８６０-０８４４・熊本県熊本市中央区水道町・すいどうちよう

　　８６２-０９５７・熊本県熊本市中央区菅原町・すがわらまち

　　８６０-００１９・熊本県熊本市中央区船場町・せんはﾞまち

　　８６０-００１８・熊本県熊本市中央区船場町下・せんはﾞまちしも

　　８６０-０００６・熊本県熊本市中央区段山本町・だにやまほんまち

　　８６０-０００１・熊本県熊本市中央区千葉城町・ちはﾞじようまち

　　８６０-０８０２・熊本県熊本市中央区中央街・ちゆうおうがい

　　８６０-０８６３・熊本県熊本市中央区坪井・つほﾞい

　　８６０-０８０８・熊本県熊本市中央区手取本町・てとりほんちよう

　　８６０-００１３・熊本県熊本市中央区通町・とおりちよう

　　８６２-０９７０・熊本県熊本市中央区渡鹿・とろく

　　８６０-００２８・熊本県熊本市中央区中唐人町・なかとうじんまち
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　　８６０-００３７・熊本県熊本市中央区西阿弥陀寺町・にしあみだじまち

　　８６０-０８５３・熊本県熊本市中央区西子飼町・にしこかいまち

　　８６０-００２７・熊本県熊本市中央区西唐人町・にしとうじんまち

　　８６０-０００８・熊本県熊本市中央区二の丸・にのまる

　　８６０-０８３２・熊本県熊本市中央区萩原町・はぎわらまち

　　８６２-０９５９・熊本県熊本市中央区白山・はくざん

　　８６０-０８３１・熊本県熊本市中央区八王寺町・はちおうじまち

　　８６０-０８０６・熊本県熊本市中央区花畑町・はなはﾞたちよう

　　８６０-０８１５・熊本県熊本市中央区春竹町・はるたけまち

　　８６０-００３４・熊本県熊本市中央区東阿弥陀寺町・ひがしあみだじまち

　　８６２-０９２３・熊本県熊本市中央区東京塚町・ひがしきようつﾞかまち

　　８６０-０８５４・熊本県熊本市中央区東子飼町・ひがしこかいまち

　　８６０-００３８・熊本県熊本市中央区古桶屋町・ふるおけやまち

　　８６０-００１５・熊本県熊本市中央区古川町・ふるかわまち

　　８６０-０００７・熊本県熊本市中央区古京町・ふるきようまち

　　８６０-００３６・熊本県熊本市中央区古大工町・ふるだいくまち

　　８６０-０８３３・熊本県熊本市中央区平成・へいせい

　　８６２-０９２６・熊本県熊本市中央区保田窪・ほたくほﾞ

　　８６０-０８１１・熊本県熊本市中央区本荘・ほんじよう

　　８６０-０８１６・熊本県熊本市中央区本荘町・ほんじようまち

　　８６０-０００２・熊本県熊本市中央区本丸・ほんまる

　　８６０-００２４・熊本県熊本市中央区松原町・まつはﾞらまち

　　８６０-０８１２・熊本県熊本市中央区南熊本・みなみくまもと

　　８６０-０８４２・熊本県熊本市中央区南千反畑町・みなみせんだんはﾞたまち

　　８６０-０８４８・熊本県熊本市中央区南坪井町・みなみつほﾞいまち

　　８６０-０００５・熊本県熊本市中央区宮内・みやうち

　　８６０-０８５６・熊本県熊本市中央区妙体寺町・みようたいじまち

　　８６０-０８１７・熊本県熊本市中央区迎町・むかえまち

　　８６１-８０７２・熊本県熊本市中央区室園町・むろぞのまち

　　８６０-０８２１・熊本県熊本市中央区本山・もとやま

　　８６０-０８２２・熊本県熊本市中央区本山町・もとやままち

　　８６０-０８５２・熊本県熊本市中央区薬園町・やくえんちよう

　　８６０-００１６・熊本県熊本市中央区山崎町・やまさきまち

　　８６０-０８１８・熊本県熊本市中央区弥生町・やよいちよう

　　８６０-００２２・熊本県熊本市中央区横紺屋町・よここうやまち

　　８６０-００４６・熊本県熊本市中央区横手・よこて

　　８６０-０８２７・熊本県熊本市中央区世安・よやす

　　８６０-０８２３・熊本県熊本市中央区世安町・よやすまち

　　８６０-００３２・熊本県熊本市中央区万町・よろずまち

　　８６０-００１７・熊本県熊本市中央区練兵町・れんへﾟいちよう

　　８６１-００００・熊本県熊本市東区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８６１-２１０４・熊本県熊本市東区秋津・あきつ

　　８６１-２１０７・熊本県熊本市東区秋津新町・あきつしんまち

　　８６１-２１０５・熊本県熊本市東区秋津町秋田・あきつまちあきた

　　８６１-８０４６・熊本県熊本市東区石原・いしわら

　　８６１-８０１４・熊本県熊本市東区石原町・いしわらまち

　　８６２-０９４１・熊本県熊本市東区出水・いずみ

　　８６２-０９６１・熊本県熊本市東区画図東・ えずひがじ

　　８６２-０９４４・熊本県熊本市東区画図町上無田・えずまちかみむた

　　８６２-０９４７・熊本県熊本市東区画図町重富・えずまちしげどみ

　　８６２-０９４３・熊本県熊本市東区画図町下江津・えずまちしもえつﾞ

　　８６２-０９４５・熊本県熊本市東区画図町下無田・えずまちしもむた

　　８６２-０９４６・熊本県熊本市東区画図町所島・えずまちところじま

　　８６２-０９４２・熊本県熊本市東区江津・えつﾞ

　　８６２-０９１７・熊本県熊本市東区榎町・えのきまち

　　８６２-０９１３・熊本県熊本市東区尾ノ上・おのうえ

　　８６２-０９２４・熊本県熊本市東区帯山・おびやま

　　８６２-０９３３・熊本県熊本市東区小峯・おみね

　　８６１-８０４５・熊本県熊本市東区小山・おやま

　　８６１-８０３０・熊本県熊本市東区小山町・おやままち

　　８６１-８０１１・熊本県熊本市東区鹿帰瀬町・かきぜまち

　　８６１-８０１０・熊本県熊本市東区上南部・かみなべ

　　８６１-８０１７・熊本県熊本市東区上南部町・かみなべまち

　　８６２-０９５２・熊本県熊本市東区京塚本町・きようつﾞかほんまち

　　８６２-０９５５・熊本県熊本市東区神水本町・くわみずほんまち

　　８６２-０９１１・熊本県熊本市東区健軍・けんぐん

　　８６２-０９１０・熊本県熊本市東区健軍本町・けんぐんほんまち

　　８６１-８０４４・熊本県熊本市東区神園・こうぞの

　　８６２-０９０９・熊本県熊本市東区湖東・ことう

　　８６１-８０３５・熊本県熊本市東区御領・ごりよう



　　８６２-０９０４・熊本県熊本市東区栄町・さかえまち

　　８６１-２１０１・熊本県熊本市東区桜木・さくらぎ

　　８６２-０９１６・熊本県熊本市東区佐土原・さどわら

　　８６２-０９２２・熊本県熊本市東区三郎・さぶろう

　　８６２-０９６０・熊本県熊本市東区下江津・しもえつﾞ

　　８６１-８０１９・熊本県熊本市東区下南部・しもなべ

　　８６１-２１０８・熊本県熊本市東区昭和町・しようわまち

　　８６２-０９０８・熊本県熊本市東区新生・しんせい

　　８６１-８０２８・熊本県熊本市東区新南部・しんなべ

　　８６２-０９２１・熊本県熊本市東区新外・しんほか

　　８６２-０９０７・熊本県熊本市東区水源・すいげん

　　８６２-０９２０・熊本県熊本市東区月出・つきで

　　８６１-８０４１・熊本県熊本市東区戸島・としま

　　８６１-８０４３・熊本県熊本市東区戸島西・ としまにじ

　　８６１-８０４２・熊本県熊本市東区戸島本町・としまほんまち

　　８６１-８０３１・熊本県熊本市東区戸島町・としままち

　　８６２-０９７０・熊本県熊本市東区渡鹿・とろく

　　８６１-８０１５・熊本県熊本市東区中江町・なかえまち

　　８６１-８０３７・熊本県熊本市東区長嶺西・ ながみねにじ

　　８６１-８０３８・熊本県熊本市東区長嶺東・ ながみねひがじ

　　８６１-８０３９・熊本県熊本市東区長嶺南・ながみねみなみ

　　８６２-０９１２・熊本県熊本市東区錦ケ丘・にしきがおか

　　８６１-８０２９・熊本県熊本市東区西原・にしはﾞる

　　８６１-２１０２・熊本県熊本市東区沼山津・ぬやまつﾞ

　　８６１-８０３４・熊本県熊本市東区八反田・はつたんだ

　　８６１-２１１８・熊本県熊本市東区花立（１～４丁目）・はなたて

　　８６２-０９１８・熊本県熊本市東区花立（５、６丁目）・はなたて(５､６)

　　８６２-０９２３・熊本県熊本市東区東京塚町・ひがしきようつﾞかまち

　　８６１-２１０６・熊本県熊本市東区東野・ひがしの

　　８６２-０９０２・熊本県熊本市東区東本町・ひがしほんまち

　　８６２-０９０１・熊本県熊本市東区東町・ひがしまち

　　８６１-８０１２・熊本県熊本市東区平山町・ひらやままち

　　８６２-０９０６・熊本県熊本市東区広木町・ひろぎまち

　　８６２-０９２６・熊本県熊本市東区保田窪・ほたくほﾞ

　　８６２-０９２５・熊本県熊本市東区保田窪本町・ほたくほﾞほんまち

　　８６２-０９０５・熊本県熊本市東区南町・みなみまち

　　８６２-０９１４・熊本県熊本市東区山ノ内・やまのうち

　　８６２-０９１５・熊本県熊本市東区山ノ神・やまのかみ

　　８６１-８０１３・熊本県熊本市東区弓削町・ゆげまち

　　８６１-８０１６・熊本県熊本市東区吉原町・よしわらまち

　　８６２-０９０３・熊本県熊本市東区若葉（１～３丁目）・わかはﾞ

　　８６１-２１０３・熊本県熊本市東区若葉（４～６丁目）・わかはﾞ(４-６)

　　８６１-００００・熊本県熊本市西区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８６０-００７１・熊本県熊本市西区池亀町・いけがめまち

　　８６０-００８２・熊本県熊本市西区池田・いけだ

　　８６０-００４８・熊本県熊本市西区池上町・いけのうえまち

　　８６１-５２７３・熊本県熊本市西区沖新町・おきしんまち

　　８６１-５２８７・熊本県熊本市西区小島・おしま

　　８６１-５２８５・熊本県熊本市西区小島上町・おしまかみまち

　　８６１-５２８４・熊本県熊本市西区小島下町・おしましもまち

　　８６０-００４７・熊本県熊本市西区春日・かすが

　　８６０-００７９・熊本県熊本市西区上熊本・かみくまもと

　　８６０-００６８・熊本県熊本市西区上代・かみだい

　　８６０-００６１・熊本県熊本市西区上高橋・ かみたかはじ

　　８６１-５２８９・熊本県熊本市西区上松尾町・かみまつおまち

　　８６１-５３４１・熊本県熊本市西区河内町大多尾・かわちまちおおたお

　　８６１-５３４５・熊本県熊本市西区河内町面木・かわちまちおものぎ

　　８６１-５３４６・熊本県熊本市西区河内町河内・かわちまちかわち

　　８６１-５３４８・熊本県熊本市西区河内町白浜・かわちまちしらはま

　　８６１-５３４４・熊本県熊本市西区河内町岳・かわちまちたけ

　　８６１-５３４２・熊本県熊本市西区河内町東門寺・かわちまちとうもんじ

　　８６１-５３４３・熊本県熊本市西区河内町野出・かわちまちのいで

　　８６１-５３４７・熊本県熊本市西区河内町船津・かわちまちふなつ

　　８６０-００８１・熊本県熊本市西区京町本丁・きようまちほんちよう

　　８６０-００７３・熊本県熊本市西区島崎・しまさき

　　８６０-００６７・熊本県熊本市西区城山大塘・じようざんおおども

　　８６０-００６３・熊本県熊本市西区城山上代町・じようざんかみだいまち

　　８６０-００６６・熊本県熊本市西区城山下代・じようざんしもだい

　　８６０-００６４・熊本県熊本市西区城山半田・じようざんはんだ

　　８６０-００６５・熊本県熊本市西区城山薬師・ じようざんやくじ



　　８６０-００５６・熊本県熊本市西区新土河原・しんとがわら

　　８６１-５２７４・熊本県熊本市西区新港・しんみなと

　　８６０-００６２・熊本県熊本市西区高橋町・たかはしまち

　　８６０-００５３・熊本県熊本市西区田崎・たさき

　　８６０-００５２・熊本県熊本市西区田崎本町・たさきほんまち

　　８６０-００５８・熊本県熊本市西区田崎町・たさきまち

　　８６０-００４４・熊本県熊本市西区谷尾崎町・たにおざきまち

　　８６０-００８８・熊本県熊本市西区津浦町・つのうらまち

　　８６０-００７４・熊本県熊本市西区出町・でまち

　　８６０-００４５・熊本県熊本市西区戸坂町・とさかまち

　　８６１-５２７２・熊本県熊本市西区中島町・なかしままち

　　８６１-５２７１・熊本県熊本市西区中原町・なかはらまち

　　８６１-５２８６・熊本県熊本市西区中松尾町・なかまつおまち

　　８６１-５２８８・熊本県熊本市西区西松尾町・にしまつおまち

　　８６０-００５１・熊本県熊本市西区二本木・にほんぎ

　　８６０-００５９・熊本県熊本市西区野中・のなか

　　８６０-００７２・熊本県熊本市西区花園・はなぞの

　　８６０-００７５・熊本県熊本市西区稗田町・ひえだまち

　　８６１-５２８０・熊本県熊本市西区松尾・まつお

　　８６１-５２８１・熊本県熊本市西区松尾町近津・まつおまちちこうつﾞ

　　８６１-５２８２・熊本県熊本市西区松尾町平山・まつおまちひらやま

　　８６０-００５４・熊本県熊本市西区八島・やしま

　　８６０-００５７・熊本県熊本市西区八島町・やしままち

　　８６０-００４６・熊本県熊本市西区横手・よこて

　　８６０-００５５・熊本県熊本市西区蓮台寺・れんだいじ

　　８６１-００００・熊本県熊本市南区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８６１-４１２１・熊本県熊本市南区会富町・あいどみまち

　　８６１-４１３６・熊本県熊本市南区荒尾・あらお

　　８６１-４１３６・熊本県熊本市南区荒尾町・あらおまち

　　８６２-０９６３・熊本県熊本市南区出仲間・いでなかま

　　８６１-５２５１・熊本県熊本市南区今町・いままち

　　８６１-４１２４・熊本県熊本市南区海路口町・うじぐちまち

　　８６１-４１３１・熊本県熊本市南区薄場・うすはﾞ

　　８６１-４１３１・熊本県熊本市南区薄場町・うすはﾞまち

　　８６１-４１２７・熊本県熊本市南区内田町・うちだまち

　　８６０-０８３４・熊本県熊本市南区江越・えごえ

　　８６１-４１２５・熊本県熊本市南区奥古閑町・おくこがまち

　　８６１-４１３２・熊本県熊本市南区上ノ郷・かみのごう

　　８６１-４１３４・熊本県熊本市南区刈草・かりくさ

　　８６１-４１２３・熊本県熊本市南区川口町・かわぐちまち

　　８６１-４１１５・熊本県熊本市南区川尻・かわしり

　　８６１-４１１１・熊本県熊本市南区合志・ ごうじ

　　８６１-４１０８・熊本県熊本市南区幸田・こうだ

　　８６１-４１１７・熊本県熊本市南区護藤町・ごんどうまち

　　８６１-４１３３・熊本県熊本市南区島町・しままち

　　８６０-０８２４・熊本県熊本市南区十禅寺・じゆうぜんじ

　　８６１-４２３１・熊本県熊本市南区城南町赤見・じようなんまちあかみ

　　８６１-４２２４・熊本県熊本市南区城南町阿高・じようなんまちあだか

　　８６１-４２０５・熊本県熊本市南区城南町碇・じようなんまちいかり

　　８６１-４２１３・熊本県熊本市南区城南町出水・じようなんまちいずみ

　　８６１-４２１１・熊本県熊本市南区城南町今吉野・じようなんまちいまよしの

　　８６１-４２０３・熊本県熊本市南区城南町隈庄・じようなんまちくまのしよう

　　８６１-４２０１・熊本県熊本市南区城南町坂野・じようなんまちさかの

　　８６１-４２０６・熊本県熊本市南区城南町さんさん・じようなんまちさんさん

　　８６１-４２１５・熊本県熊本市南区城南町沈目・じようなんまちしずめ

　　８６１-４２３６・熊本県熊本市南区城南町島田・じようなんまちしまだ

　　８６１-４２０４・熊本県熊本市南区城南町下宮地・じようなんまちしもみやじ

　　８６１-４２２１・熊本県熊本市南区城南町陳内・じようなんまちじんない

　　８６１-４２３２・熊本県熊本市南区城南町高・じようなんまちたか

　　８６１-４２３５・熊本県熊本市南区城南町千町・じようなんまちちまち

　　８６１-４２１２・熊本県熊本市南区城南町築地・じようなんまちついじ

　　８６１-４２２６・熊本県熊本市南区城南町塚原・じようなんまちつかわら

　　８６１-４２３４・熊本県熊本市南区城南町永・じようなんまちなが

　　８６１-４２３３・熊本県熊本市南区城南町丹生宮・じようなんまちにうのみや

　　８６１-４２２５・熊本県熊本市南区城南町東阿高・じようなんまちひがしあだか

　　８６１-４２２３・熊本県熊本市南区城南町藤山・じようなんまちふじやま

　　８６１-４２１４・熊本県熊本市南区城南町舞原・じようなんまちまいのはら

　　８６１-４２０２・熊本県熊本市南区城南町宮地・じようなんまちみやじ

　　８６１-４２３７・熊本県熊本市南区城南町六田・じようなんまちろくた

　　８６１-４２２２・熊本県熊本市南区城南町鰐瀬・じようなんまちわにぜ



　　８６１-４１１２・熊本県熊本市南区白藤・しらふじ

　　８６１-５２６４・熊本県熊本市南区白石町・しろいしまち

　　８６１-５２５５・熊本県熊本市南区砂原町・すなはらまち

　　８６１-４１２６・熊本県熊本市南区銭塘町・ぜんどもまち

　　８６２-０９６５・熊本県熊本市南区田井島・たいのしま

　　８６２-０９６２・熊本県熊本市南区田迎・たむかえ

　　８６２-０９６５・熊本県熊本市南区田迎町田井島・たむかえまちたいのしま

　　８６２-０９６６・熊本県熊本市南区田迎町良町・たむかえまちややまち

　　８６１-４１０１・熊本県熊本市南区近見・ちかみ

　　８６１-５２５２・熊本県熊本市南区土河原町・とがわらまち

　　８６１-４１３５・熊本県熊本市南区鳶町・とびまち

　　８６１-４１４６・熊本県熊本市南区富合町榎津・とみあいまちえのきつﾞ

　　８６１-４１４５・熊本県熊本市南区富合町大町・とみあいまちおおまち

　　８６１-４１４１・熊本県熊本市南区富合町御船手・とみあいまちおふなて

　　８６１-４１６５・熊本県熊本市南区富合町硴江・とみあいまちかきのえ

　　８６１-４１４３・熊本県熊本市南区富合町上杉・とみあいまちかみすぎ

　　８６１-４１５１・熊本県熊本市南区富合町清藤・とみあいまちきよふじ

　　８６１-４１５３・熊本県熊本市南区富合町木原・とみあいまちきわら

　　８６１-４１６１・熊本県熊本市南区富合町小岩瀬・とみあいまちこいわせ

　　８６１-４１６６・熊本県熊本市南区富合町莎崎・とみあいまちこうざき

　　８６１-４１５７・熊本県熊本市南区富合町古閑・とみあいまちこが

　　８６１-４１６２・熊本県熊本市南区富合町国町・とみあいまちこくちよう

　　８６１-４１６７・熊本県熊本市南区富合町菰江・とみあいまちこものえ

　　８６１-４１６３・熊本県熊本市南区富合町志々水・とみあいまちしじみず

　　８６１-４１４４・熊本県熊本市南区富合町釈迦堂・とみあいまちしやかどう

　　８６１-４１５２・熊本県熊本市南区富合町新・とみあいまちしん

　　８６１-４１４２・熊本県熊本市南区富合町杉島・とみあいまちすぎじま

　　８６１-４１５６・熊本県熊本市南区富合町田尻・とみあいまちたのしり

　　８６１-４１６４・熊本県熊本市南区富合町西田尻・とみあいまちにしたのしり

　　８６１-４１５４・熊本県熊本市南区富合町平原・とみあいまちひらはﾞる

　　８６１-４１４７・熊本県熊本市南区富合町廻江・とみあいまちまいのえ

　　８６１-４１５５・熊本県熊本市南区富合町南田尻・とみあいまちみなみたのしり

　　８６１-４１１６・熊本県熊本市南区中無田町・なかむたまち

　　８６１-５２６３・熊本県熊本市南区並建町・なみたてまち

　　８６１-４１３７・熊本県熊本市南区野口・のぐち

　　８６１-４１３７・熊本県熊本市南区野口町・のぐちまち

　　８６１-４１１４・熊本県熊本市南区野田・のだ

　　８６１-５２６５・熊本県熊本市南区畠口町・はたぐちまち

　　８６０-０８３１・熊本県熊本市南区八王寺町・はちおうじまち

　　８６１-５２５３・熊本県熊本市南区八分字町・はふじまち

　　８６１-５２６２・熊本県熊本市南区浜口町・はまぐちまち

　　８６１-４１０９・熊本県熊本市南区日吉・ ひよじ

　　８６０-０８２６・熊本県熊本市南区平田・ひらた

　　８６０-０８３３・熊本県熊本市南区平成・へいせい

　　８６１-５２５４・熊本県熊本市南区孫代町・まごだいまち

　　８６２-０９６８・熊本県熊本市南区馬渡・まわたり

　　８６１-４１２２・熊本県熊本市南区美登里町・みどりまち

　　８６１-４１０６・熊本県熊本市南区南高江・みなみたかえ

　　８６１-４１０４・熊本県熊本市南区御幸木部町・みゆききべまち

　　８６１-４１０２・熊本県熊本市南区御幸西無田町・みゆきにしむたまち

　　８６１-４１０３・熊本県熊本市南区御幸笛田町・みゆきふえだまち

　　８６１-４１７３・熊本県熊本市南区御幸木部・みゆききべ

　　８６１-４１７１・熊本県熊本市南区御幸西・ みゆきにじ

　　８６１-４１７２・熊本県熊本市南区御幸笛田・みゆきふえだ

　　８６１-５２６１・熊本県熊本市南区無田口町・むたぐちまち

　　８６１-４１０５・熊本県熊本市南区元三町・もとみまち

　　８６１-４１１３・熊本県熊本市南区八幡・やはた

　　８６２-０９６９・熊本県熊本市南区良町・ややまち

　　８６２-０９６７・熊本県熊本市南区流通団地・りゆうつうだんち

　　８６１-００００・熊本県熊本市北区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８６１-８０８１・熊本県熊本市北区麻生田・あそうだ

　　８６１-５５０１・熊本県熊本市北区改寄町・あらきまち

　　８６０-００８２・熊本県熊本市北区池田・いけだ

　　８６１-５５３３・熊本県熊本市北区和泉町・いずみまち

　　８６１-０１４２・熊本県熊本市北区植木町鐙田・うえきまちあぶみだ

　　８６１-０１２３・熊本県熊本市北区植木町有泉・うえきまちありずみ

　　８６１-０１２４・熊本県熊本市北区植木町石川・うえきまちいしかわ

　　８６１-０１１３・熊本県熊本市北区植木町伊知坊・うえきまちいちほﾞう

　　８６１-０１０４・熊本県熊本市北区植木町今藤・うえきまちいまふじ

　　８６１-０１３６・熊本県熊本市北区植木町岩野・うえきまちいわの



　　８６１-０１３２・熊本県熊本市北区植木町植木・うえきまちうえき

　　８６１-０１５２・熊本県熊本市北区植木町上古閑・うえきまちうえこが

　　８６１-０１５６・熊本県熊本市北区植木町後古閑・うえきまちうしろこが

　　８６１-０１０２・熊本県熊本市北区植木町内・うえきまちうち

　　８６１-０１５３・熊本県熊本市北区植木町円台寺・うえきまちえんだいじ

　　８６１-０１２６・熊本県熊本市北区植木町大井・うえきまちおおい

　　８６１-０１４５・熊本県熊本市北区植木町荻迫・うえきまちおぎさこ

　　８６１-０１２５・熊本県熊本市北区植木町小野・うえきまちおの

　　８６１-０１２７・熊本県熊本市北区植木町亀甲・うえきまちかめこう

　　８６１-０１５１・熊本県熊本市北区植木町木留・うえきまちきとめ

　　８６１-０１０３・熊本県熊本市北区植木町清水・うえきまちきよみず

　　８６１-０１６１・熊本県熊本市北区植木町鞍掛・うえきまちくらかけ

　　８６１-０１２２・熊本県熊本市北区植木町古閑・うえきまちこが

　　８６１-０１１６・熊本県熊本市北区植木町色出・うえきまちしきで

　　８６１-０１１７・熊本県熊本市北区植木町正清・うえきまちしようせい

　　８６１-０１６４・熊本県熊本市北区植木町鈴麦・うえきまちすずむぎ

　　８６１-０１４３・熊本県熊本市北区植木町大和・うえきまちだいわ

　　８６１-０１１２・熊本県熊本市北区植木町田底・うえきまちたそこ

　　８６１-０１３３・熊本県熊本市北区植木町滴水・うえきまちたるみず

　　８６１-０１５５・熊本県熊本市北区植木町轟・うえきまちとどろき

　　８６１-０１６２・熊本県熊本市北区植木町富応・うえきまちとみおう

　　８６１-０１６３・熊本県熊本市北区植木町豊岡・うえきまちとよおか

　　８６１-０１０６・熊本県熊本市北区植木町豊田・うえきまちとよだ

　　８６１-０１４１・熊本県熊本市北区植木町投刀塚・うえきまちなたつか

　　８６１-０１５４・熊本県熊本市北区植木町那知・うえきまちなち

　　８６１-０１３５・熊本県熊本市北区植木町一木・うえきまちひとつぎ

　　８６１-０１２１・熊本県熊本市北区植木町平井・うえきまちひらい

　　８６１-０１４４・熊本県熊本市北区植木町平野・うえきまちひらの

　　８６１-０１６５・熊本県熊本市北区植木町平原・うえきまちひらはﾞる

　　８６１-０１３１・熊本県熊本市北区植木町広住・うえきまちひろずみ

　　８６１-０１１４・熊本県熊本市北区植木町舟島・うえきまちふなじま

　　８６１-０１４６・熊本県熊本市北区植木町辺田野・うえきまちへたの

　　８６１-０１０５・熊本県熊本市北区植木町味取・うえきまちみとり

　　８６１-０１１１・熊本県熊本市北区植木町宮原・うえきまちみやはﾞる

　　８６１-０１３４・熊本県熊本市北区植木町舞尾・うえきまちもうの

　　８６１-０１０１・熊本県熊本市北区植木町山本・うえきまちやまもと

　　８６１-０１１５・熊本県熊本市北区植木町米塚・うえきまちよねつか

　　８６１-８０８２・熊本県熊本市北区兎谷・うさぎだに

　　８６０-００８６・熊本県熊本市北区打越町・うちごしまち

　　８６０-００８３・熊本県熊本市北区大窪・おおくほﾞ

　　８６１-５５０２・熊本県熊本市北区大鳥居町・おおとりいまち

　　８６１-５５１２・熊本県熊本市北区梶尾町・かじおまち

　　８６１-５５２１・熊本県熊本市北区鹿子木町・かのこぎまち

　　８６１-５５３４・熊本県熊本市北区釜尾町・かまおまち

　　８６１-５５３１・熊本県熊本市北区北迫町・きたざこまち

　　８６１-８００３・熊本県熊本市北区楠・くすのき

　　８６１-５５１１・熊本県熊本市北区楠野町・くすのまち

　　８６０-０８６２・熊本県熊本市北区黒髪・くろかみ

　　８６０-０８６１・熊本県熊本市北区黒髪町坪井・くろかみまちつほﾞい

　　８６１-５５０４・熊本県熊本市北区小糸山町・こいとやままち

　　８６１-８０８４・熊本県熊本市北区清水岩倉・しみずいわくら

　　８６１-８０６６・熊本県熊本市北区清水亀井町・しみずかめいまち

　　８６１-８０７５・熊本県熊本市北区清水新地・しみずしんち

　　８６１-８０６５・熊本県熊本市北区清水東町・しみずひがしまち

　　８６１-８０７４・熊本県熊本市北区清水本町・しみずほんまち

　　８６１-８０６８・熊本県熊本市北区清水万石・しみずまんごく

　　８６０-００８７・熊本県熊本市北区清水町打越・ しみずまちうちごじ

　　８６１-８０７３・熊本県熊本市北区清水町松崎・しみずまちまつざき

　　８６１-８０７１・熊本県熊本市北区清水町室園・しみずまちむろぞの

　　８６１-５５２６・熊本県熊本市北区下硯川・しもすずりかわ

　　８６１-５５２２・熊本県熊本市北区下硯川町・しもすずりかわまち

　　８６１-５５２４・熊本県熊本市北区硯川町・すずりかわまち

　　８６０-００８５・熊本県熊本市北区高平・たかひら

　　８６１-８００６・熊本県熊本市北区龍田・たつだ

　　８６１-８００５・熊本県熊本市北区龍田陳内・たつだじんない

　　８６１-８００７・熊本県熊本市北区龍田弓削・たつだゆげ

　　８６１-５５３２・熊本県熊本市北区太郎迫町・たろうざこまち

　　８６０-００８８・熊本県熊本市北区津浦町・つのうらまち

　　８６１-５５１７・熊本県熊本市北区鶴羽田・つるはだ

　　８６１-５５１３・熊本県熊本市北区鶴羽田町・つるはだまち



　　８６１-５５２５・熊本県熊本市北区徳王・とくおう

　　８６１-５５２３・熊本県熊本市北区徳王町・とくおうまち

　　８６１-５５１６・熊本県熊本市北区西梶尾町・にしかじおまち

　　８６１-８０８３・熊本県熊本市北区楡木・にれのき

　　８６１-８０６４・熊本県熊本市北区八景水谷・はけのみや

　　８６１-５５１４・熊本県熊本市北区飛田・ひだ

　　８６１-５５３７・熊本県熊本市北区万楽寺町・まんらくじまち

　　８６１-５５３５・熊本県熊本市北区貢町・みつぐまち

　　８６１-８００１・熊本県熊本市北区武蔵ケ丘・むさしがおか

　　８６１-８０７２・熊本県熊本市北区室園町・むろぞのまち

　　８６１-５５０３・熊本県熊本市北区明徳町・めいとくまち

　　８６０-００８４・熊本県熊本市北区山室・やまむろ

　　８６１-８００２・熊本県熊本市北区弓削・ゆげ

　　８６１-５５１５・熊本県熊本市北区四方寄町・よもぎまち

　　８６１-５５３６・熊本県熊本市北区立福寺町・りゆうふくじまち

　　８６６-００００・熊本県八代市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８６９-５１５２・熊本県八代市揚町・あげまち

　　８６６-０８４４・熊本県八代市旭中央通・あさひちゆうおうどおり

　　８６６-０８９３・熊本県八代市海士江町・あまがえまち

　　８６６-００１１・熊本県八代市井揚町・いあげまち

　　８６９-４５０１・熊本県八代市泉町柿迫（８６２８)・かきざこ

　　８６９-４４０１・熊本県八代市泉町柿迫（その他）・かきざこ(そのた)

　　８６９-４４０２・熊本県八代市泉町栗木・いずみまちくりぎ

　　８６９-４５１３・熊本県八代市泉町久連子・いずみまちくれこ

　　８６９-４５１４・熊本県八代市泉町椎原・いずみまちしいはﾞる

　　８６９-４４０３・熊本県八代市泉町下岳・いずみまちしもだけ

　　８６９-４５１５・熊本県八代市泉町仁田尾・いずみまちにたお

　　８６９-４５１１・熊本県八代市泉町葉木・いずみまちはぎ

　　８６９-４５１２・熊本県八代市泉町樅木・いずみまちもみぎ

　　８６６-０８２５・熊本県八代市井上町・いのうえまち

　　８６６-００８１・熊本県八代市植柳上町・うやなぎかみまち

　　８６６-００８３・熊本県八代市植柳下町・うやなぎしもまち

　　８６６-００８４・熊本県八代市植柳新町・うやなぎしんまち

　　８６６-００８５・熊本県八代市植柳元町・うやなぎもとまち

　　８６６-００３５・熊本県八代市大島町・おおしままち

　　８６６-０８５２・熊本県八代市大手町・おおてまち

　　８６６-０８９５・熊本県八代市大村町・おおむらまち

　　８６９-４６１１・熊本県八代市岡町小路・おかまちしようじ

　　８６９-４６１３・熊本県八代市岡町谷川・おかまちたにがわ

　　８６９-４６１２・熊本県八代市岡町中・おかまちなか

　　８６６-００１３・熊本県八代市沖町・おきまち

　　８６９-４２１３・熊本県八代市鏡町有佐・かがみまちありさ

　　８６９-４２０２・熊本県八代市鏡町内田・かがみまちうちだ

　　８６９-４２２３・熊本県八代市鏡町貝洲・かがみまちかいず

　　８６９-４２０３・熊本県八代市鏡町鏡・かがみまちかがみ

　　８６９-４２０１・熊本県八代市鏡町鏡村・かがみまちかがみむら

　　８６９-４２１１・熊本県八代市鏡町上鏡・かがみまちかみかがみ

　　８６９-４２２５・熊本県八代市鏡町北新地・かがみまちきたしんち

　　８６９-４２２４・熊本県八代市鏡町塩浜・かがみまちしおはま

　　８６９-４２０４・熊本県八代市鏡町芝口・かがみまちしはﾞくち

　　８６９-４２１２・熊本県八代市鏡町下有佐・かがみまちしもありさ

　　８６９-４２１５・熊本県八代市鏡町下村・かがみまちしもむら

　　８６９-４２１４・熊本県八代市鏡町中島・かがみまちなかしま

　　８６９-４２０５・熊本県八代市鏡町野崎・かがみまちのざき

　　８６９-４２２１・熊本県八代市鏡町宝出・かがみまちほうで

　　８６９-４２２２・熊本県八代市鏡町両出・かがみまちりようで

　　８６６-０８１３・熊本県八代市上片町・かみかたまち

　　８６６-０８２４・熊本県八代市上日置町・かみひおきまち

　　８６９-４６１５・熊本県八代市川田町東・ かわたまちひがじ

　　８６９-４６１６・熊本県八代市川田町西・ かわたまちにじ

　　８６６-０８６５・熊本県八代市北の丸町・きたのまるまち

　　８６９-５１６２・熊本県八代市北原町・きたはﾞらまち

　　８６９-５１６６・熊本県八代市北平和町・きたへいわまち

　　８６６-００２４・熊本県八代市郡築一番町・ぐんちく１はﾞんちよう

　　８６６-００２３・熊本県八代市郡築二番町・ぐんちく２はﾞんちよう

　　８６６-００２２・熊本県八代市郡築三番町・ぐんちく３はﾞんちよう

　　８６６-００２１・熊本県八代市郡築四番町・ぐんちく４はﾞんちよう

　　８６６-０００８・熊本県八代市郡築五番町・ぐんちく５はﾞんちよう

　　８６６-０００７・熊本県八代市郡築六番町・ぐんちく６はﾞんちよう

　　８６６-０００６・熊本県八代市郡築七番町・ぐんちく７はﾞんちよう



　　８６６-０００５・熊本県八代市郡築八番町・ぐんちく８はﾞんちよう

　　８６６-０００４・熊本県八代市郡築九番町・ぐんちく９はﾞんちよう

　　８６６-０００３・熊本県八代市郡築十番町・ぐんちく１０はﾞんちよう

　　８６６-０００２・熊本県八代市郡築十一番町・ぐんちく１１はﾞんちよう

　　８６６-０００１・熊本県八代市郡築十二番町・ぐんちく１２はﾞんちよう

　　８６６-００７１・熊本県八代市高下東町・こうげひがしまち

　　８６６-００７２・熊本県八代市高下西町・こうげにしまち

　　８６６-０８８１・熊本県八代市興国町・こうこくまち

　　８６６-００１２・熊本県八代市高小原町・こうごはﾞらまち

　　８６６-０８９４・熊本県八代市上野町・こうずけまち

　　８６９-４６１４・熊本県八代市興善寺町・こうぜんじまち

　　８６６-０８９７・熊本県八代市古閑上町・こがかみまち

　　８６６-０８９８・熊本県八代市古閑中町・こがなかまち

　　８６６-０８９２・熊本県八代市古閑下町・こがしもまち

　　８６６-０８９１・熊本県八代市古閑浜町・こがはままち

　　８６６-０８４５・熊本県八代市黄金町・こがねちよう

　　８６９-６１０４・熊本県八代市坂本町鮎帰・さかもとまちあゆがえり

　　８６９-６１１５・熊本県八代市坂本町荒瀬・さかもとまちあらせ

　　８６９-６１１４・熊本県八代市坂本町市ノ俣・さかもとまちいちのまた

　　８６９-６１１２・熊本県八代市坂本町鎌瀬・さかもとまちかませ

　　８６９-５２２１・熊本県八代市坂本町川嶽・さかもとまちかわたけ

　　８６９-５２２５・熊本県八代市坂本町百済来上・さかもとまちくだらぎかみ

　　８６９-５２２４・熊本県八代市坂本町百済来下・さかもとまちくだらぎしも

　　８６９-６１０１・熊本県八代市坂本町西部・さかもとまちさいぶ

　　８６９-６１０５・熊本県八代市坂本町坂本・さかもとまちさかもと

　　８６９-５２２３・熊本県八代市坂本町田上・さかもとまちたがみ

　　８６９-５２２２・熊本県八代市坂本町鶴喰・さかもとまちつるはﾞみ

　　８６９-６１０３・熊本県八代市坂本町中谷・さかもとまちなかたに

　　８６９-６１１３・熊本県八代市坂本町中津道・さかもとまちなかつみち

　　８６９-６１１１・熊本県八代市坂本町葉木・さかもとまちはぎ

　　８６９-６１０２・熊本県八代市坂本町深水・さかもとまちふかみ

　　８６６-００１７・熊本県八代市三楽町・さんらくちよう

　　８６６-０８６４・熊本県八代市塩屋町・しおやまち

　　８６９-５１５１・熊本県八代市敷川内町・しきがわちまち

　　８６６-０８２７・熊本県八代市島田町・しまだまち

　　８６６-０８５３・熊本県八代市清水町・しみずまち

　　８６６-００４２・熊本県八代市蛇籠町・じやかごまち

　　８６６-０８２３・熊本県八代市十条町・じゆうじようまち

　　８６９-４７２３・熊本県八代市昭和同仁町・しようわどうじんまち

　　８６９-４７２１・熊本県八代市昭和日進町・しようわにつしんまち

　　８６９-４７２２・熊本県八代市昭和明徴町・しようわめいちようまち

　　８６６-００３２・熊本県八代市新開町・しんかいまち

　　８６６-００１６・熊本県八代市新地町・しんちまち

　　８６６-００３１・熊本県八代市新浜町・しんはままち

　　８６６-０８５４・熊本県八代市新町・しんまち

　　８６６-００３４・熊本県八代市新港町・しんみなとまち

　　８６６-０８３２・熊本県八代市末広町・すえひろちよう

　　８６６-００５３・熊本県八代市千反町・せんだんまち

　　８６６-００５４・熊本県八代市栴檀町・せんだんまち

　　８６９-４７０１・熊本県八代市千丁町太牟田・せんちようまちおおむた

　　８６９-４７０４・熊本県八代市千丁町古閑出・せんちようまちこがで

　　８６９-４７０３・熊本県八代市千丁町新牟田・せんちようまちしんむた

　　８６９-４７０２・熊本県八代市千丁町吉王丸・せんちようまちよしおうまる

　　８６９-５１６４・熊本県八代市鼠蔵町・そぞうまち

　　８６６-００８２・熊本県八代市大福寺町・だいふくじまち

　　８６９-５１５４・熊本県八代市高植本町・たかうえほんまち

　　８６６-００１４・熊本県八代市高島町・たかしままち

　　８６６-０８６６・熊本県八代市鷹辻町・たかつじまち

　　８６６-０８２６・熊本県八代市竹原町・たけはらまち

　　８６６-００４５・熊本県八代市建馬町・たてうままち

　　８６６-０８７１・熊本県八代市田中東町・たなかひがしまち

　　８６６-０８７６・熊本県八代市田中西町・たなかにしまち

　　８６６-０８７７・熊本県八代市田中北町・たなかきたまち

　　８６６-０８７２・熊本県八代市田中町・たなかまち

　　８６６-００１５・熊本県八代市築添町・つきぞえまち

　　８６６-０８５７・熊本県八代市出町・でまち

　　８６９-４３０３・熊本県八代市東陽町河俣・とうようまちかわまた

　　８６９-４３０２・熊本県八代市東陽町北・とうようまちきた

　　８６９-４３０４・熊本県八代市東陽町小浦・とうようまちこうら

　　８６９-４３０１・熊本県八代市東陽町南・とうようまちみなみ



　　８６６-０８５６・熊本県八代市通町・とおりちよう

　　８６６-０８１２・熊本県八代市中片町・なかかたまち

　　８６６-００４４・熊本県八代市中北町・なかきたまち

　　８６６-０８８５・熊本県八代市永碇町・ながいかりまち

　　８６６-０８１５・熊本県八代市長田町・ながたまち

　　８６６-００６４・熊本県八代市奈良木町・ならぎまち

　　８６６-０８１１・熊本県八代市西片町・にしかたまち

　　８６６-０８３４・熊本県八代市錦町・にしきちよう

　　８６６-０８６３・熊本県八代市西松江城町・にしまつえじようまち

　　８６６-０８０４・熊本県八代市西宮町・にしみやまち

　　８６６-０８３１・熊本県八代市萩原町・はぎわらまち

　　８６６-００４１・熊本県八代市八幡町・はちまんちよう

　　８６６-０８４３・熊本県八代市花園町・はなぞのちよう

　　８６６-０８９６・熊本県八代市日置町・ひおきまち

　　８６６-０８１４・熊本県八代市東片町・ひがしかたまち

　　８６６-０８０１・熊本県八代市東町・ひがしまち

　　８６６-０８５１・熊本県八代市毘舎丸町・びしやまるまち

　　８６９-５１４６・熊本県八代市日奈久大坪町・ひなぐおおつほﾞまち

　　８６９-５１３４・熊本県八代市日奈久上西町・ひなぐかみにしまち

　　８６９-５１３３・熊本県八代市日奈久中西町・ひなぐなかにしまち

　　８６９-５１３２・熊本県八代市日奈久下西町・ひなぐしもにしまち

　　８６９-５１４８・熊本県八代市日奈久栄町・ひなぐさかえまち

　　８６９-５１４１・熊本県八代市日奈久塩南町・ひなぐしおみなみまち

　　８６９-５１４２・熊本県八代市日奈久塩北町・ひなぐしおきたまち

　　８６９-５１４７・熊本県八代市日奈久新開町・ひなぐしんかいまち

　　８６９-５１４５・熊本県八代市日奈久新田町・ひなぐしんでんまち

　　８６９-５１４３・熊本県八代市日奈久竹之内町・ひなぐたけのうちまち

　　８６９-５１３５・熊本県八代市日奈久中町・ひなぐなかまち

　　８６９-５１３７・熊本県八代市日奈久浜町・ひなぐはままち

　　８６９-５１３６・熊本県八代市日奈久東町・ひなぐひがしまち

　　８６９-５１３８・熊本県八代市日奈久平成町・ひなぐへいせいまち

　　８６９-５１３１・熊本県八代市日奈久馬越町・ひなぐまごしまち

　　８６９-５１４４・熊本県八代市日奈久山下町・ひなぐやましたまち

　　８６６-００７４・熊本県八代市平山新町・ひらやましんまち

　　８６６-００６３・熊本県八代市豊原上町・ぶいわらかみまち

　　８６６-００６２・熊本県八代市豊原中町・ぶいわらなかまち

　　８６６-００６５・熊本県八代市豊原下町・ぶいわらしもまち

　　８６６-０８２１・熊本県八代市福正町・ふくしようまち

　　８６６-０８２２・熊本県八代市福正元町・ふくしようもとまち

　　８６６-０８５５・熊本県八代市袋町・ふくろまち

　　８６９-５１７３・熊本県八代市二見赤松町・ふたみあかまつまち

　　８６９-５１７４・熊本県八代市二見下大野町・ふたみしもおおのまち

　　８６９-５１７１・熊本県八代市二見洲口町・ふたみすぐちまち

　　８６９-５１７５・熊本県八代市二見野田崎町・ふたみのたざきまち

　　８６９-５１７２・熊本県八代市二見本町・ふたみほんまち

　　８６６-００４３・熊本県八代市古城町・ふるしろまち

　　８６６-０８０３・熊本県八代市古麓町・ふるふもとまち

　　８６６-００７３・熊本県八代市本野町・ほんのまち

　　８６６-０８６１・熊本県八代市本町・ほんまち

　　８６６-０８６２・熊本県八代市松江城町・まつえじようまち

　　８６６-０８８２・熊本県八代市松江本町・まつえほんまち

　　８６６-０８８３・熊本県八代市松江町・まつえまち

　　８６６-０８８４・熊本県八代市松崎町・まつざきまち

　　８６９-５１５５・熊本県八代市水島町・みずしままち

　　８６９-５１６３・熊本県八代市三江湖町・みつえごまち

　　８６６-０８４１・熊本県八代市緑町・みどりちよう

　　８６６-００３３・熊本県八代市港町・みなとまち

　　８６９-５１６５・熊本県八代市南平和町・みなみへいわまち

　　８６６-０８０５・熊本県八代市宮地町・みやじまち

　　８６６-０８０２・熊本県八代市妙見町・みようけんまち

　　８６６-００５５・熊本県八代市迎町・むかえまち

　　８６６-００５１・熊本県八代市麦島東町・むぎしまひがしまち

　　８６６-００５２・熊本県八代市麦島西町・むぎしまにしまち

　　８６９-５１５３・熊本県八代市催合町・もやいまち

　　８６６-０８４６・熊本県八代市弥生町・やよいちよう

　　８６６-０８３３・熊本県八代市夕葉町・ゆうはﾞちよう

　　８６６-０８７５・熊本県八代市横手新町・よこてしんまち

　　８６６-０８７４・熊本県八代市横手本町・よこてほんまち

　　８６６-０８７３・熊本県八代市横手町・よこてまち

　　８６９-５１６１・熊本県八代市葭牟田町・よしむたまち



　　８６６-０８４２・熊本県八代市若草町・わかくさちよう

　　８６６-００６１・熊本県八代市渡町・わたしまち

　　８６８-００００・熊本県人吉市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８６８-０８２５・熊本県人吉市赤池原町・あかいけはらまち

　　８６８-０８２４・熊本県人吉市赤池水無町・あかいけみずなしまち

　　８６８-００３５・熊本県人吉市五日町・いつかまち

　　８６８-００２７・熊本県人吉市井ノ口町・いのくちまち

　　８６８-００４７・熊本県人吉市上原町・うえはらまち

　　８６８-００５３・熊本県人吉市老神町・おいかみまち

　　８６８-０８１２・熊本県人吉市大野町・おおのまち

　　８６８-０８１１・熊本県人吉市大畑麓町・おこはﾞふもとまち

　　８６８-０８０３・熊本県人吉市大畑町・おこはﾞまち

　　８６８-００２１・熊本県人吉市鬼木町・おにきまち

　　８６８-００８４・熊本県人吉市温泉町・おんせんまち

　　８６８-０００１・熊本県人吉市鍛冶屋町・かじやまち

　　８６８-００７８・熊本県人吉市鹿目町・かなめまち

　　８６８-０００５・熊本県人吉市上青井町・かみあおいまち

　　８６８-０８２１・熊本県人吉市上漆田町・かみうるしだまち

　　８６８-００１３・熊本県人吉市上薩摩瀬町・かみさつまぜまち

　　８６８-００３２・熊本県人吉市上新町・かみしんまち

　　８６８-０８０１・熊本県人吉市上田代町・かみたしろまち

　　８６８-００７６・熊本県人吉市上戸越町・かみとごえまち

　　８６８-００７３・熊本県人吉市上永野町・かみながのまち

　　８６８-００８１・熊本県人吉市上林町・かみはﾞやしまち

　　８６８-００８７・熊本県人吉市上原田町・かみはらだまち

　　８６８-００２５・熊本県人吉市瓦屋町・かわらやまち

　　８６８-００２２・熊本県人吉市願成寺町・がんじようじまち

　　８６８-００４２・熊本県人吉市蟹作町・がんつくりまち

　　８６８-００６３・熊本県人吉市木地屋町・きじやまち

　　８６８-００２３・熊本県人吉市北泉田町・きたいずみだまち

　　８６８-００２２・熊本県人吉市北願成寺町・きたがんじようじまち

　　８６８-００２６・熊本県人吉市合ノ原町・ごうのはるまち

　　８６８-０００３・熊本県人吉市紺屋町・こうやまち

　　８６８-０００４・熊本県人吉市九日町・ここのかまち

　　８６８-００６２・熊本県人吉市古仏頂町・こぶつちようまち

　　８６８-０００６・熊本県人吉市駒井田町・こまいだまち

　　８６８-００１２・熊本県人吉市相良町・さがらまち

　　８６８-００４１・熊本県人吉市七地町・しちちまち

　　８６８-０００７・熊本県人吉市下青井町・しもあおいまち

　　８６８-０８２２・熊本県人吉市下漆田町・しもうるしだまち

　　８６８-００１４・熊本県人吉市下薩摩瀬町・しもさつまぜまち

　　８６８-００１５・熊本県人吉市下城本町・しもしろもとまち

　　８６８-００３３・熊本県人吉市下新町・しもしんまち

　　８６８-０８０２・熊本県人吉市下田代町・しもたしろまち

　　８６８-００７７・熊本県人吉市下戸越町・しもとごえまち

　　８６８-００７４・熊本県人吉市下永野町・しもながのまち

　　８６８-００８６・熊本県人吉市下原田町・しもはらだまち

　　８６８-００８３・熊本県人吉市下林町・しもはﾞやしまち

　　８６８-００１６・熊本県人吉市城本町・しろもとまち

　　８６８-００５２・熊本県人吉市新町・しんまち

　　８６８-０００２・熊本県人吉市大工町・だいくまち

　　８６８-００６６・熊本県人吉市田野町・たのまち

　　８６８-００５４・熊本県人吉市田町・たまち

　　８６８-００２４・熊本県人吉市鶴田町・つるだまち

　　８６８-００５６・熊本県人吉市寺町・てらまち

　　８６８-００５７・熊本県人吉市土手町・どてまち

　　８６８-００４８・熊本県人吉市富ケ尾町・とみがおまち

　　８６８-０００８・熊本県人吉市中青井町・なかあおいまち

　　８６８-００８５・熊本県人吉市中神町・なかがみちよう

　　８６８-００８２・熊本県人吉市中林町・なかはﾞやしまち

　　８６８-００３４・熊本県人吉市七日町・なぬかまち

　　８６８-００４５・熊本県人吉市浪床町・なみとこまち

　　８６８-００７１・熊本県人吉市西間上町・にしあいだかみまち

　　８６８-００７２・熊本県人吉市西間下町・にしあいだしもまち

　　８６８-００６５・熊本県人吉市西大塚町・にしおおつかまち

　　８６８-００３６・熊本県人吉市二日町・にのまち

　　８６８-００５８・熊本県人吉市灰久保町・はいくほﾞまち

　　８６８-００４６・熊本県人吉市原城町・はらのじようまち

　　８６８-００４３・熊本県人吉市東間上町・ひがしあいだかみまち

　　８６８-００４４・熊本県人吉市東間下町・ひがしあいだしもまち



　　８６８-０８２３・熊本県人吉市東漆田町・ひがしうるしだまち

　　８６８-００６４・熊本県人吉市東大塚町・ひがしおおつかまち

　　８６８-００５１・熊本県人吉市麓町・ふもとまち

　　８６８-００１１・熊本県人吉市宝来町・ほうらいまち

　　８６８-００３７・熊本県人吉市南泉田町・みなみいずみだまち

　　８６８-００３１・熊本県人吉市南願成寺町・みなみがんじようじちよう

　　８６８-００５５・熊本県人吉市南町・みなみまち

　　８６８-００６１・熊本県人吉市蓑野町・みののまち

　　８６８-００７５・熊本県人吉市矢黒町・やぐろまち

　　８６８-０８１３・熊本県人吉市矢岳町・やたけまち

　　８６４-００００・熊本県荒尾市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８６４-００４１・熊本県荒尾市荒尾・あらお

　　８６４-００２１・熊本県荒尾市一部・いちぶ

　　８６４-００２６・熊本県荒尾市牛水・うしのみず

　　８６４-００５７・熊本県荒尾市大島・おおしま

　　８６４-００５１・熊本県荒尾市大島町・おおしままち

　　８６４-０００５・熊本県荒尾市大平町・おおひらまち

　　８６４-０１６２・熊本県荒尾市金山・かなやま

　　８６４-０１６５・熊本県荒尾市樺・かはﾞ

　　８６４-００１３・熊本県荒尾市上井手・かみいで

　　８６４-００１４・熊本県荒尾市上平山・かみひらやま

　　８６４-００３１・熊本県荒尾市川登（１７７３～１９７９）・かわのほﾞり

　　８６４-００３１・熊本県荒尾市川登（１９８１～２０１０）・かわのほﾞり

　　８６４-００３１・熊本県荒尾市川登（２０５０～２１００）・かわのほﾞり

　　８６４-０１３１・熊本県荒尾市川登（その他）・かわのほﾞり(そのた)

　　８６４-０００４・熊本県荒尾市宮内・くない

　　８６４-０００３・熊本県荒尾市宮内出目・くないでめ

　　８６４-００２７・熊本県荒尾市蔵満・くらみつ

　　８６４-０１６１・熊本県荒尾市菰屋・こもや

　　８６４-００２２・熊本県荒尾市桜山町・さくらやままち

　　８６４-００１１・熊本県荒尾市下井手・しもいで

　　８６４-００５６・熊本県荒尾市昭和町・しようわまち

　　８６４-０００６・熊本県荒尾市住吉町・すみよしまち

　　８６４-００５４・熊本県荒尾市大正町・たいしようまち

　　８６４-００２５・熊本県荒尾市高浜・たかはま

　　８６４-００５３・熊本県荒尾市西原町・にしはﾞるまち

　　８６４-０１６３・熊本県荒尾市野原・のはﾞら

　　８６４-０１６４・熊本県荒尾市八幡台・はちまんだい

　　８６４-０００１・熊本県荒尾市原万田・はらまんだ

　　８６４-００４２・熊本県荒尾市東屋形・ひがしやかた

　　８６４-００５５・熊本県荒尾市日の出町・ひのでまち

　　８６４-００１５・熊本県荒尾市平山・ひらやま

　　８６４-０１６６・熊本県荒尾市府本・ふもと

　　８６４-００１２・熊本県荒尾市本井手・ほんいで

　　８６４-００３２・熊本県荒尾市増永・ますなが

　　８６４-０００２・熊本県荒尾市万田・まんだ

　　８６４-００２３・熊本県荒尾市水野・みずの

　　８６４-００３３・熊本県荒尾市緑ケ丘・みどりがおか

　　８６４-００５２・熊本県荒尾市四ツ山町・よつやままち

　　８６７-００００・熊本県水俣市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８６７-００４４・熊本県水俣市旭町・あさひまち

　　８６７-００６３・熊本県水俣市洗切町・あらいきりまち

　　８６７-０１７４・熊本県水俣市石坂川・いしざかがわ

　　８６７-０１７２・熊本県水俣市市渡瀬・いちわたせ

　　８６７-００５６・熊本県水俣市梅戸町・うめどちよう

　　８６７-００３６・熊本県水俣市浦上町・うらがみちよう

　　８６７-００３２・熊本県水俣市江添・えぞえ

　　８６７-００２２・熊本県水俣市江南町・えなんちよう

　　８６７-０２８３・熊本県水俣市大川・おおかわ

　　８６７-０００９・熊本県水俣市大迫・おおさこ

　　８６７-００４２・熊本県水俣市大園町・おおぞのちよう

　　８６７-００５７・熊本県水俣市祇園町・ぎおんちよう

　　８６７-０２８１・熊本県水俣市久木野・くぎの

　　８６７-０１７３・熊本県水俣市葛渡・くずわたり

　　８６７-００６６・熊本県水俣市古賀町・こがまち

　　８６７-０２８４・熊本県水俣市越小場・こしこはﾞ

　　８６７-００１２・熊本県水俣市古城・こじよう

　　８６７-０００１・熊本県水俣市小津奈木・こつなぎ

　　８６７-００６４・熊本県水俣市幸町・さいわいまち

　　８６７-００５９・熊本県水俣市栄町・さかえまち



　　８６７-００４５・熊本県水俣市桜井町・さくらいちよう

　　８６７-０００７・熊本県水俣市桜ケ丘・さくらがおか

　　８６７-００６７・熊本県水俣市塩浜町・しおはまちよう

　　８６７-００５４・熊本県水俣市汐見町・しおみちよう

　　８６７-００５１・熊本県水俣市昭和町・しようわまち

　　８６７-０００６・熊本県水俣市白浜町・しらはまちよう

　　８６７-００１１・熊本県水俣市陣内・じんない

　　８６７-００１６・熊本県水俣市薄原（桜野）・すすはﾞる(さくらの)

　　８６７-００１６・熊本県水俣市薄原（桜野上場）・すすはﾞる(さくらのうわは)

　　８６７-００１６・熊本県水俣市薄原（芦刈赤林）・(あしかりあかはﾞやし)

　　８６７-０１１６・熊本県水俣市薄原（その他）・すすはﾞる(そのた)

　　８６７-００４３・熊本県水俣市大黒町・だいこくちよう

　　８６７-００４８・熊本県水俣市多々良町・たたらちよう

　　８６７-００６２・熊本県水俣市築地・つきじ

　　８６７-００３５・熊本県水俣市月浦・つきのうら

　　８６７-００４１・熊本県水俣市天神町・てんじんちよう

　　８６７-００１４・熊本県水俣市中鶴・なかつﾞる

　　８６７-００３３・熊本県水俣市長崎・ながさき

　　８６７-００２４・熊本県水俣市長野・ながの

　　８６７-００１３・熊本県水俣市長野町・ながのちよう

　　８６７-００２３・熊本県水俣市南福寺・なんふﾟくじ

　　８６７-００５３・熊本県水俣市野口町・のぐちちよう

　　８６７-００３１・熊本県水俣市八ノ窪町・はちのくほﾞちよう

　　８６７-００６１・熊本県水俣市八幡町・はちまんちよう

　　８６７-０００２・熊本県水俣市初野・はつの

　　８６７-０００８・熊本県水俣市浜・はま

　　８６７-００６５・熊本県水俣市浜町・はままち

　　８６７-００６８・熊本県水俣市浜松町・はままつちよう

　　８６７-０００３・熊本県水俣市ひばりケ丘・ひはﾞりがおか

　　８６７-００４９・熊本県水俣市百間町・ひやくけんちよう

　　８６７-００２１・熊本県水俣市平町・ひらまち

　　８６７-００１５・熊本県水俣市深川・ふかがわ

　　８６７-００３４・熊本県水俣市袋・ふくろ

　　８６７-０２８２・熊本県水俣市古里・ふるさと

　　８６７-０１７１・熊本県水俣市宝川内・ほうがわち

　　８６７-０００５・熊本県水俣市牧ノ内・まきのうち

　　８６７-００５８・熊本県水俣市丸島町・まるしまちよう

　　８６７-００４７・熊本県水俣市緑ケ丘・みどりがおか

　　８６７-００５２・熊本県水俣市港町・みなとまち

　　８６７-００５５・熊本県水俣市明神町・みようじんちよう

　　８６７-００４６・熊本県水俣市山手町・やまてちよう

　　８６７-００２５・熊本県水俣市湯出・ゆで

　　８６７-０００４・熊本県水俣市わらび野・わらびの

　　８６５-００００・熊本県玉名市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８６５-０００４・熊本県玉名市青木・あおき

　　８６５-００３５・熊本県玉名市青野・あおの

　　８６５-００２６・熊本県玉名市秋丸・あきまる

　　８６５-００１４・熊本県玉名市安楽寺・あんらくじ

　　８６５-００４５・熊本県玉名市伊倉南方・いくらみなみかた

　　８６５-００４１・熊本県玉名市伊倉北方・いくらきたかた

　　８６５-０００８・熊本県玉名市石貫・いしぬき

　　８６５-００１６・熊本県玉名市岩崎・いわさき

　　８６５-００２４・熊本県玉名市永徳寺・えいとくじ

　　８６５-００２３・熊本県玉名市大倉・おおくら

　　８６５-００５５・熊本県玉名市大浜町・おおはままち

　　８６５-００５４・熊本県玉名市小島・おしま

　　８６５-００４８・熊本県玉名市小野尻・おのじり

　　８６５-００４４・熊本県玉名市片諏訪・かたすわ

　　８６５-００１１・熊本県玉名市上小田・かみおだ

　　８６５-００１５・熊本県玉名市亀甲・かめのこう

　　８６５-０００７・熊本県玉名市河崎・かわさき

　　８６５-００４７・熊本県玉名市川島・かわしま

　　８６５-００１７・熊本県玉名市川部田・かわべた

　　８６５-００３２・熊本県玉名市北坂門田・きたさかもんた

　　８６５-００４６・熊本県玉名市北牟田・きたむた

　　８６５-００５７・熊本県玉名市小浜・こはﾞま

　　８６５-００１３・熊本県玉名市下・しも

　　８６５-００１８・熊本県玉名市下小田・しもおだ

　　８６５-００５３・熊本県玉名市千田川原・せんだがわら

　　８６９-０２１３・熊本県玉名市岱明町扇崎・たいめいまちおうぎざき



　　８６９-０２２４・熊本県玉名市岱明町大野下・たいめいまちおおのしも

　　８６９-０２３５・熊本県玉名市岱明町古閑（雲雀丘）・こが(ひはﾞりがおか)

　　８６９-０２３３・熊本県玉名市岱明町古閑（その他）・たいめいまちこが(そのた)

　　８６９-０２３５・熊本県玉名市岱明町西照寺（雲雀丘）・さいしようじ(ひはﾞりがおか)

　　８６９-０２３６・熊本県玉名市岱明町西照寺（その他）・さいしようじ(そのた)

　　８６９-０２１２・熊本県玉名市岱明町下沖洲・たいめいまちしもおきのす

　　８６９-０２２１・熊本県玉名市岱明町下前原・たいめいまちしもまえはら

　　８６９-０２３５・熊本県玉名市岱明町上（雲雀丘）・じよう(ひはﾞりがおか)

　　８６９-０２３２・熊本県玉名市岱明町上（その他）・たいめいまちじよう(そのた)

　　８６９-０２３１・熊本県玉名市岱明町庄山・たいめいまちしようやま

　　８６９-０２０２・熊本県玉名市岱明町高道・たいめいまちたかみち

　　８６９-０２２３・熊本県玉名市岱明町中土・たいめいまちなかど

　　８６９-０２１１・熊本県玉名市岱明町鍋・たいめいまちなべ

　　８６９-０２２２・熊本県玉名市岱明町野口・たいめいまちのぐち

　　８６９-０２０３・熊本県玉名市岱明町浜田・たいめいまちはまだ

　　８６９-０２３８・熊本県玉名市岱明町開田・たいめいまちひらきだ

　　８６９-０２３４・熊本県玉名市岱明町三崎・たいめいまちみさき

　　８６９-０２０１・熊本県玉名市岱明町山下・たいめいまちやました

　　８６５-００２５・熊本県玉名市高瀬・たかせ

　　８６５-００３１・熊本県玉名市田崎・たさき

　　８６５-０００５・熊本県玉名市玉名・たまな

　　８６５-００６５・熊本県玉名市築地・ついじ

　　８６５-０００１・熊本県玉名市月田・つきだ

　　８６５-００２１・熊本県玉名市津留・つる

　　８６５-００２２・熊本県玉名市寺田・てらだ

　　８６１-５４０１・熊本県玉名市天水町小天・てんすいまちおあま

　　８６１-５４０６・熊本県玉名市天水町尾田・てんすいまちおた

　　８６１-５４０４・熊本県玉名市天水町竹崎・てんすいまちたけざき

　　８６１-５４０２・熊本県玉名市天水町立花・てんすいまちたちはﾞな

　　８６１-５４０５・熊本県玉名市天水町野部田・てんすいまちのべた

　　８６１-５４０３・熊本県玉名市天水町部田見・てんすいまちへたみ

　　８６５-００６２・熊本県玉名市富尾・とみのお

　　８６５-００６４・熊本県玉名市中・なか

　　８６５-００６３・熊本県玉名市中尾・なかお

　　８６５-００３３・熊本県玉名市中坂門田・なかさかもんた

　　８６５-００５６・熊本県玉名市滑石・ なめいじ

　　８６５-０００２・熊本県玉名市箱谷・はこだに

　　８６５-００５１・熊本県玉名市繁根木・はねぎ

　　８６５-００５２・熊本県玉名市松木・まつき

　　８６５-０００３・熊本県玉名市溝上・みぞのうえ

　　８６５-０００９・熊本県玉名市三ツ川・みつかわ

　　８６５-００３４・熊本県玉名市南坂門田・みなみさかもんた

　　８６５-００４２・熊本県玉名市宮原・みやはﾞら

　　８６５-００２７・熊本県玉名市向津留・むこうつﾞる

　　８６５-００６６・熊本県玉名市山田・やまだ

　　８６５-００１２・熊本県玉名市山部田・やまべた

　　８６５-００７１・熊本県玉名市横島町大園・よこしままちおおぞの

　　８６５-００７３・熊本県玉名市横島町共栄・よこしままちきようえい

　　８６５-００７２・熊本県玉名市横島町横島・よこしままちよこしま

　　８６５-００４３・熊本県玉名市横田・よこた

　　８６５-００６１・熊本県玉名市立願寺・りゆうがんじ

　　８６５-０００６・熊本県玉名市両迫間・りようはざま

　　８６５-００５８・熊本県玉名市六田・ろくた

　　８６１-０５００・熊本県山鹿市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８６１-０５４７・熊本県山鹿市麻生野・あぞの

　　８６１-０５５３・熊本県山鹿市石・ いじ

　　８６１-０５１２・熊本県山鹿市泉町・いずみまち

　　８６１-０５１７・熊本県山鹿市大橋通・おおはしどおり

　　８６１-０５２１・熊本県山鹿市小坂・おさか

　　８６１-０５４３・熊本県山鹿市小原・おはﾞる

　　８６１-０５５５・熊本県山鹿市小群・おむれ

　　８６１-０５６５・熊本県山鹿市鹿央町合里・かおうまちあいざと

　　８６１-０５６１・熊本県山鹿市鹿央町岩原・かおうまちいわはﾞる

　　８６１-０５７４・熊本県山鹿市鹿央町梅木谷・かおうまちうめのきだに

　　８６１-０５７６・熊本県山鹿市鹿央町大浦・かおうまちおおうら

　　８６１-０５７１・熊本県山鹿市鹿央町北谷・かおうまちきただに

　　８６１-０５７３・熊本県山鹿市鹿央町霜野・かおうまちしもの

　　８６１-０５６３・熊本県山鹿市鹿央町千田・かおうまちちだ

　　８６１-０５７５・熊本県山鹿市鹿央町中浦・かおうまちちゆうのうら

　　８６１-０５７２・熊本県山鹿市鹿央町仁王堂・かおうまちにおうどう



　　８６１-０５６４・熊本県山鹿市鹿央町広・かおうまちひろ

　　８６１-０５６２・熊本県山鹿市鹿央町持松・かおうまちもちまつ

　　８６１-０５３２・熊本県山鹿市鹿校通・かこうとおり

　　８６１-０３８２・熊本県山鹿市方保田・かとうだ

　　８６１-０６０２・熊本県山鹿市鹿北町芋生・かほくまちいもう

　　８６１-０６０３・熊本県山鹿市鹿北町岩野・かほくまちいわの

　　８６１-０６０４・熊本県山鹿市鹿北町椎持・かほくまちしいもち

　　８６１-０６０１・熊本県山鹿市鹿北町四丁・かほくまちしちよう

　　８６１-０６０５・熊本県山鹿市鹿北町多久・かほくまちたく

　　８６１-０５２４・熊本県山鹿市上吉田・かみよしだ

　　８６１-０５２３・熊本県山鹿市蒲生・かもう

　　８６１-０３１１・熊本県山鹿市鹿本町石渕・かもとまちいしぶち

　　８６１-０３１５・熊本県山鹿市鹿本町小嶋・かもとまちおしま

　　８６１-０３１２・熊本県山鹿市鹿本町梶屋・かもとまちかじや

　　８６１-０３３１・熊本県山鹿市鹿本町来民・かもとまちくたみ

　　８６１-０３２４・熊本県山鹿市鹿本町小柳・かもとまちこやなぎ

　　８６１-０３１６・熊本県山鹿市鹿本町下高橋・ かもとまちしもたかはじ

　　８６１-０３２３・熊本県山鹿市鹿本町下分田・かもとまちしもぶんだ

　　８６１-０３０１・熊本県山鹿市鹿本町庄・かもとまちしよう

　　８６１-０３０３・熊本県山鹿市鹿本町高橋・ かもとまちたかはじ

　　８６１-０３０２・熊本県山鹿市鹿本町津袋・かもとまちつぶくろ

　　８６１-０３１４・熊本県山鹿市鹿本町中川・かもとまちなかがわ

　　８６１-０３１３・熊本県山鹿市鹿本町中富・かもとまちなかどみ

　　８６１-０３２２・熊本県山鹿市鹿本町中分田・かもとまちなかぶんだ

　　８６１-０３２１・熊本県山鹿市鹿本町分田・かもとまちぶんだ

　　８６１-０３０４・熊本県山鹿市鹿本町御宇田・かもとまちみうた

　　８６１-０５１９・熊本県山鹿市川端町・かわはﾞたまち

　　８６１-０４１２・熊本県山鹿市菊鹿町相良・きくかまちあいら

　　８６１-０４２１・熊本県山鹿市菊鹿町阿佐古・きくかまちあさご

　　８６１-０４２３・熊本県山鹿市菊鹿町池永・きくかまちいけなが

　　８６１-０４０２・熊本県山鹿市菊鹿町太田・きくかまちおおだ

　　８６１-０４１４・熊本県山鹿市菊鹿町上内田・きくかまちかみうちだ

　　８６１-０４０４・熊本県山鹿市菊鹿町上永野・きくかまちかみながの

　　８６１-０４２６・熊本県山鹿市菊鹿町木野・きくかまちきの

　　８６１-０４０３・熊本県山鹿市菊鹿町五郎丸・きくかまちごろうまる

　　８６１-０４０６・熊本県山鹿市菊鹿町下内田・きくかまちしもうちだ

　　８６１-０４０５・熊本県山鹿市菊鹿町下永野・きくかまちしもながの

　　８６１-０４０１・熊本県山鹿市菊鹿町長・きくかまちなが

　　８６１-０４２４・熊本県山鹿市菊鹿町松尾・きくかまちまつお

　　８６１-０４２２・熊本県山鹿市菊鹿町宮原・きくかまちみやのはる

　　８６１-０４１３・熊本県山鹿市菊鹿町矢谷・きくかまちやたに

　　８６１-０４１１・熊本県山鹿市菊鹿町山内・きくかまちやまうち

　　８６１-０４２５・熊本県山鹿市菊鹿町米原・きくかまちよなはﾞる

　　８６１-０５２２・熊本県山鹿市久原・くはﾞる

　　８６１-０５１１・熊本県山鹿市熊入町・くまいりまち

　　８６１-０５３３・熊本県山鹿市古閑・こが

　　８６１-０５４６・熊本県山鹿市坂田・さかだ

　　８６１-０５４２・熊本県山鹿市志々岐・しじき

　　８６１-０５２６・熊本県山鹿市下吉田・しもよしだ

　　８６１-０５５４・熊本県山鹿市城・じよう

　　８６１-０５１５・熊本県山鹿市昭和町・しようわまち

　　８６１-０５１４・熊本県山鹿市新町・しんまち

　　８６１-０５５２・熊本県山鹿市杉・すぎ

　　８６１-０５１６・熊本県山鹿市中央通・ちゆうおうどおり

　　８６１-０５４８・熊本県山鹿市椿井・つはﾞい

　　８６１-０５５１・熊本県山鹿市津留・つる

　　８６１-０５２７・熊本県山鹿市寺島・てらじま

　　８６１-０５３１・熊本県山鹿市中・なか

　　８６１-０５３４・熊本県山鹿市長坂・ながさか

　　８６１-０５２５・熊本県山鹿市名塚・なつﾞか

　　８６１-０５４１・熊本県山鹿市鍋田・なべた

　　８６１-０５４５・熊本県山鹿市西牧・にしまき

　　８６１-０５５６・熊本県山鹿市平山・ひらやま

　　８６１-０３８１・熊本県山鹿市藤井・ふじい

　　８６１-０５４４・熊本県山鹿市保多田・ほだた

　　８６１-０５３５・熊本県山鹿市南島・みなみじま

　　８６１-０５１３・熊本県山鹿市宗方・むなかた

　　８６１-０５１８・熊本県山鹿市宗方通・むなかたどおり

　　８６１-０５０１・熊本県山鹿市山鹿・やまが

　　８６１-１３００・熊本県菊池市・以下に不掲載・いかにふけいさい



　　８６１-１３１１・熊本県菊池市赤星・ あかほじ

　　８６１-１６８６・熊本県菊池市市野瀬・いちのせ

　　８６１-１３１３・熊本県菊池市出田・いでた

　　８６１-１３０３・熊本県菊池市今・いま

　　８６１-１６８３・熊本県菊池市大平・おおひら

　　８６１-１６７３・熊本県菊池市小木・おぎ

　　８６１-１３０７・熊本県菊池市片角・かたかく

　　８６１-１３１５・熊本県菊池市木柑子・きこうじ

　　８６１-１３０５・熊本県菊池市北宮・きたみや

　　８６１-１３２６・熊本県菊池市木野・きの

　　８６９-１２０６・熊本県菊池市旭志伊坂・きよくしいさか

　　８６９-１２０８・熊本県菊池市旭志伊萩・きよくしいはぎ

　　８６９-１２０３・熊本県菊池市旭志尾足・きよくしおたる

　　８６９-１２０４・熊本県菊池市旭志小原・きよくしおはﾞる

　　８６９-１２０５・熊本県菊池市旭志川辺・きよくしかわべ

　　８６９-１２０７・熊本県菊池市旭志新明・きよくししんめい

　　８６９-１２０２・熊本県菊池市旭志麓・きよくしふもと

　　８６９-１２０１・熊本県菊池市旭志弁利・きよくしべんり

　　８６１-１３２２・熊本県菊池市玉祥寺・ぎよくしようじ

　　８６１-１３２５・熊本県菊池市袈裟尾・けさお

　　８６１-１３０１・熊本県菊池市木庭・こはﾞ

　　８６１-１６８２・熊本県菊池市重味・しげみ

　　８６１-１２１１・熊本県菊池市泗水町亀尾・しすいまちかめお

　　８６１-１２０３・熊本県菊池市泗水町住吉・ しすいまちすみよじ

　　８６１-１２１４・熊本県菊池市泗水町田島・しすいまちたしま

　　８６１-１２０２・熊本県菊池市泗水町富納・しすいまちとみのう

　　８６１-１２１２・熊本県菊池市泗水町豊水・しすいまちとよみず

　　８６１-１２０４・熊本県菊池市泗水町永・しすいまちなが

　　８６１-１２０５・熊本県菊池市泗水町福本・しすいまちふくもと

　　８６１-１２１３・熊本県菊池市泗水町南田島・しすいまちみなみたしま

　　８６１-１２０１・熊本県菊池市泗水町吉富・しすいまちよしとみ

　　８６１-１３６３・熊本県菊池市七城町荒牧・しちじようまちあらまき

　　８６１-１３６５・熊本県菊池市七城町台・しちじようまちうてな

　　８６１-１３６８・熊本県菊池市七城町岡田・しちじようまちおかだ

　　８６１-１３４５・熊本県菊池市七城町小野崎・しちじようまちおのざき

　　８６１-１３５６・熊本県菊池市七城町加恵・しちじようまちかえ

　　８６１-１３４２・熊本県菊池市七城町亀尾・しちじようまちかめお

　　８６１-１３４１・熊本県菊池市七城町清水・しちじようまちきよみず

　　８６１-１３５３・熊本県菊池市七城町甲佐町・しちじようまちこうさまち

　　８６１-１３５４・熊本県菊池市七城町菰入・しちじようまちこもいり

　　８６１-１３５２・熊本県菊池市七城町新古閑・しちじようまちしんこが

　　８６１-１３５１・熊本県菊池市七城町砂田・しちじようまちすなだ

　　８６１-１３６６・熊本県菊池市七城町瀬戸口・しちじようまちせとぐち

　　８６１-１３４４・熊本県菊池市七城町蘇崎・しちじようまちそさき

　　８６１-１３５５・熊本県菊池市七城町高島・しちじようまちたかじま

　　８６１-１３５７・熊本県菊池市七城町高田・しちじようまちたかた

　　８６１-１３６７・熊本県菊池市七城町流川・しちじようまちながれかわ

　　８６１-１３４６・熊本県菊池市七城町橋田・しちじようまちはした

　　８６１-１３４３・熊本県菊池市七城町林原・しちじようまちはやしはﾞる

　　８６１-１３６４・熊本県菊池市七城町辺田・しちじようまちへた

　　８６１-１３６１・熊本県菊池市七城町水次・しちじようまちみつぎ

　　８６１-１３６２・熊本県菊池市七城町山崎・しちじようまちやまさき

　　８６１-１４４２・熊本県菊池市四町分・しちようぶん

　　８６１-１３０２・熊本県菊池市下河原・しもかわはる

　　８６１-１３０６・熊本県菊池市大琳寺・だいりんじ

　　８６１-１６８４・熊本県菊池市豊間・とよま

　　８６１-１３１６・熊本県菊池市長田・ながた

　　８６１-１３２３・熊本県菊池市西寺・にしでら

　　８６１-１６８５・熊本県菊池市西迫間・にしはざま

　　８６１-１３２４・熊本県菊池市野間口・のまぐち

　　８６１-１４４１・熊本県菊池市原・はる

　　８６１-１６７１・熊本県菊池市班蛇口・はんじやく

　　８６１-１３２１・熊本県菊池市稗方・ひえがた

　　８６１-１３１４・熊本県菊池市広瀬・ひろせ

　　８６１-１３０４・熊本県菊池市深川・ふかがわ

　　８６１-１３０９・熊本県菊池市藤田・ふじた

　　８６１-１３１７・熊本県菊池市村田・むらだ

　　８６１-１３１２・熊本県菊池市森北・もりきた

　　８６１-１６８１・熊本県菊池市雪野・ゆきの

　　８６１-１６７２・熊本県菊池市龍門・りゆうもん



　　８６１-１３３１・熊本県菊池市隈府・わいふ

　　８６１-１３０８・熊本県菊池市亘・わたる

　　８６９-０４００・熊本県宇土市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８６９-３１７５・熊本県宇土市赤瀬町・あかせまち

　　８６９-０４３２・熊本県宇土市旭町・あさひまち

　　８６９-０４６５・熊本県宇土市網引町・あびきまち

　　８６９-０４６１・熊本県宇土市網津町・あみつﾞまち

　　８６９-０４４１・熊本県宇土市石小路町・いしこうじまち

　　８６９-０４５６・熊本県宇土市石橋町・いしはﾞしまち

　　８６９-０４３５・熊本県宇土市一里木町・いちりぎまち

　　８６９-０４２３・熊本県宇土市伊無田町・いむたまち

　　８６９-０４２２・熊本県宇土市入地町・いりちまち

　　８６９-０４１２・熊本県宇土市岩古曽町・いわこそまち

　　８６９-０４０５・熊本県宇土市馬之瀬町・うまのせまち

　　８６９-０４４５・熊本県宇土市浦田町・うらたまち

　　８６９-０４６４・熊本県宇土市恵塚町・えつﾞかまち

　　８６９-３１７２・熊本県宇土市上網田町・かみおうだまち

　　８６９-０４５１・熊本県宇土市北段原町・きただんはﾞらまち

　　８６９-０４２５・熊本県宇土市栗崎町・くりざきまち

　　８６９-０４２６・熊本県宇土市神合町・こうあいまち

　　８６９-０４１５・熊本県宇土市古保里町・こおざとまち

　　８６９-０４５４・熊本県宇土市古城町・こじようまち

　　８６９-０４１７・熊本県宇土市境目町・さかいめまち

　　８６９-０４５３・熊本県宇土市栄町・さかえまち

　　８６９-０４０２・熊本県宇土市笹原町・ささわらまち

　　８６９-０４０６・熊本県宇土市三拾町・さじつちよう

　　８６９-３１７３・熊本県宇土市下網田町・しもおうだまち

　　８６９-０４６２・熊本県宇土市城塚町・じようつかまち

　　８６９-０４４２・熊本県宇土市城之浦町・じようのうらまち

　　８６９-０４３６・熊本県宇土市定府町・じようふまち

　　８６９-０４０３・熊本県宇土市新開町・しんがいまち

　　８６９-０４３３・熊本県宇土市新小路町・しんこうじまち

　　８６９-０４４４・熊本県宇土市新町・しんまち

　　８６９-０４１９・熊本県宇土市新松原町・しんまつわらまち

　　８６９-０４２４・熊本県宇土市神馬町・しんめまち

　　８６９-０４０１・熊本県宇土市住吉町・すみよしまち

　　８６９-０４１８・熊本県宇土市善道寺町・ぜんどうじまち

　　８６９-０４４３・熊本県宇土市船場町・せんはﾞまち

　　８６９-０４５２・熊本県宇土市高柳町・たかやなぎまち

　　８６９-０４１４・熊本県宇土市立岡町・たちおかまち

　　８６９-０４０８・熊本県宇土市築籠町・ついごめまち

　　８６９-０４５５・熊本県宇土市椿原町・つはﾞわらまち

　　８６９-３１７４・熊本県宇土市戸口町・とぐちまち

　　８６９-３１７１・熊本県宇土市長浜町・ながはままち

　　８６９-０４６３・熊本県宇土市野鶴町・のつﾞるまち

　　８６９-０４０４・熊本県宇土市走潟町・はしりがたまち

　　８６９-０４１０・熊本県宇土市花園台町・はなぞのだいまち

　　８６９-０４１３・熊本県宇土市花園町・はなぞのまち

　　８６９-０４３１・熊本県宇土市本町・ほんまち

　　８６９-０４０７・熊本県宇土市松原町・まつわらまち

　　８６９-０４１６・熊本県宇土市松山町・まつやままち

　　８６９-０４１１・熊本県宇土市水町・みずまち

　　８６９-０４２１・熊本県宇土市南段原町・みなみだんはﾞらまち

　　８６９-０４５７・熊本県宇土市宮庄町・みやのしようまち

　　８６９-０４３４・熊本県宇土市門内町・もんないまち

　　８６９-３６００・熊本県上天草市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８６９-３６０４・熊本県上天草市大矢野町維和・おおやのまちいわ

　　８６９-３６０２・熊本県上天草市大矢野町上・おおやのまちかみ

　　８６９-３６０３・熊本県上天草市大矢野町中・おおやのまちなか

　　８６９-３６０１・熊本県上天草市大矢野町登立・おおやのまちのほﾞりたて

　　８６９-３７１１・熊本県上天草市大矢野町湯島・おおやのまちゆしま

　　８６６-０１０１・熊本県上天草市姫戸町姫浦・ひめどまちひめうら

　　８６６-０１０２・熊本県上天草市姫戸町二間戸・ひめどまちふたまど

　　８６１-６１０２・熊本県上天草市松島町合津・まつしままちあいつ

　　８６１-６１０１・熊本県上天草市松島町阿村・まつしままちあむら

　　８６１-６１０３・熊本県上天草市松島町今泉・まつしままちいまいずみ

　　８６１-６１０４・熊本県上天草市松島町内野河内・まつしままちうちのかわうち

　　８６１-６１０５・熊本県上天草市松島町教良木・まつしままちきようらぎ

　　８６６-０２０１・熊本県上天草市龍ケ岳町大道・りゆうがたけまちおおどう

　　８６６-０２０２・熊本県上天草市龍ケ岳町高戸・りゆうがたけまちたかど



　　８６６-０２０３・熊本県上天草市龍ケ岳町樋島・りゆうがたけまちひのしま

　　８６９-０５００・熊本県宇城市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８６９-０６２４・熊本県宇城市小川町江頭・おがわまちえがしら

　　８６９-０６２１・熊本県宇城市小川町小川・おがわまちおがわ

　　８６９-０６２３・熊本県宇城市小川町川尻・おがわまちかわじり

　　８６９-０６０１・熊本県宇城市小川町北小野・おがわまちきたおの

　　８６９-０６１６・熊本県宇城市小川町北海東・おがわまちきたかいとう

　　８６９-０６３１・熊本県宇城市小川町北新田・おがわまちきたしんでん

　　８６９-０６０４・熊本県宇城市小川町北部田・おがわまちきたべた

　　８６９-０６０６・熊本県宇城市小川町河江・おがわまちごうのえ

　　８６９-０６３５・熊本県宇城市小川町不知火・おがわまちしらぬい

　　８６９-０６３３・熊本県宇城市小川町新田・おがわまちしんでん

　　８６９-０６３６・熊本県宇城市小川町新田出・おがわまちしんでんで

　　８６９-０６３４・熊本県宇城市小川町住吉・ おがわまちすみよじ

　　８６９-０６０２・熊本県宇城市小川町中小野・おがわまちなかおの

　　８６９-０６１５・熊本県宇城市小川町西海東・おがわまちにしかいとう

　　８６９-０６２２・熊本県宇城市小川町西北小川・おがわまちにしきたおがわ

　　８６９-０６１３・熊本県宇城市小川町東小川・おがわまちひがしおがわ

　　８６９-０６１１・熊本県宇城市小川町東海東・おがわまちひがしかいとう

　　８６９-０６１４・熊本県宇城市小川町南小川・おがわまちみなみおがわ

　　８６９-０６０３・熊本県宇城市小川町南小野・おがわまちみなみおの

　　８６９-０６１２・熊本県宇城市小川町南海東・おがわまちみなみかいとう

　　８６９-０６３２・熊本県宇城市小川町南新田・おがわまちみなみしんでん

　　８６９-０６０５・熊本県宇城市小川町南部田・おがわまちみなみべた

　　８６９-０５６３・熊本県宇城市不知火町浦上・しらぬひまちうらがみ

　　８６９-３４７１・熊本県宇城市不知火町永尾・しらぬひまちえいのお

　　８６９-３４７３・熊本県宇城市不知火町大見・しらぬひまちおおみ

　　８６９-０５５４・熊本県宇城市不知火町柏原・しらぬひまちかしわはら

　　８６９-０５６１・熊本県宇城市不知火町亀松・しらぬひまちかめまつ

　　８６９-０５５２・熊本県宇城市不知火町高良・しらぬひまちこうら

　　８６９-０５５３・熊本県宇城市不知火町小曽部・しらぬひまちこそぶ

　　８６９-０５５１・熊本県宇城市不知火町御領・しらぬひまちごりよう

　　８６９-０５６２・熊本県宇城市不知火町長崎・しらぬひまちながさき

　　８６９-３４７２・熊本県宇城市不知火町松合・しらぬひまちまつあい

　　８６１-４３０１・熊本県宇城市豊野町糸石・ とよのまちいといじ

　　８６１-４３０３・熊本県宇城市豊野町上郷・とよのまちかみごう

　　８６１-４３０４・熊本県宇城市豊野町下郷・とよのまちしもごう

　　８６１-４３０７・熊本県宇城市豊野町巣林・ とよのまちすはﾞやじ

　　８６１-４３０２・熊本県宇城市豊野町中間・とよのまちなかま

　　８６１-４３０６・熊本県宇城市豊野町安見・とよのまちやすみ

　　８６１-４３０５・熊本県宇城市豊野町山崎・とよのまちやまさき

　　８６９-０５４４・熊本県宇城市松橋町浅川・まつはﾞせまちあさかわ

　　８６９-０５２２・熊本県宇城市松橋町内田・まつはﾞせまちうちだ

　　８６９-０５２１・熊本県宇城市松橋町浦川内・まつはﾞせまちうらかわち

　　８６９-０５３１・熊本県宇城市松橋町大野・まつはﾞせまちおおの

　　８６９-０５０３・熊本県宇城市松橋町きらら・まつはﾞせまちきらら

　　８６９-０５３２・熊本県宇城市松橋町久具・まつはﾞせまちくぐ

　　８６９-０５１２・熊本県宇城市松橋町古保山・まつはﾞせまちこおやま

　　８６９-０５４５・熊本県宇城市松橋町砂川・まつはﾞせまちすながわ

　　８６９-０５２３・熊本県宇城市松橋町竹崎・まつはﾞせまちたけざき

　　８６９-０５４２・熊本県宇城市松橋町豊崎・まつはﾞせまちとよざき

　　８６９-０５２４・熊本県宇城市松橋町豊福・まつはﾞせまちとよふく

　　８６９-０５３４・熊本県宇城市松橋町西下郷・まつはﾞせまちにししもごう

　　８６９-０５１３・熊本県宇城市松橋町萩尾・まつはﾞせまちはぎお

　　８６９-０５４１・熊本県宇城市松橋町東松崎・まつはﾞせまちひがしまつざき

　　８６９-０５１１・熊本県宇城市松橋町曲野・まつはﾞせまちまがの

　　８６９-０５０２・熊本県宇城市松橋町松橋・まつはﾞせまちまつはﾞせ

　　８６９-０５０１・熊本県宇城市松橋町松山・まつはﾞせまちまつやま

　　８６９-０５４３・熊本県宇城市松橋町南豊崎・まつはﾞせまちみなみとよざき

　　８６９-０５４６・熊本県宇城市松橋町御船・まつはﾞせまちみふね

　　８６９-０５３３・熊本県宇城市松橋町両仲間・まつはﾞせまちりようなかま

　　８６９-３４１１・熊本県宇城市三角町大口・みすみまちおおくち

　　８６９-３２０１・熊本県宇城市三角町大田尾・みすみまちおおたお

　　８６９-３２０２・熊本県宇城市三角町郡浦・みすみまちこおのうら

　　８６９-３４１３・熊本県宇城市三角町里浦・みすみまちさとのうら

　　８６９-３４１２・熊本県宇城市三角町手場・みすみまちてはﾞ

　　８６９-３２０３・熊本県宇城市三角町戸馳・みすみまちとはﾞせ

　　８６９-３２０４・熊本県宇城市三角町中村・みすみまちなかむら

　　８６９-３２０５・熊本県宇城市三角町波多・みすみまちはた

　　８６９-３２０６・熊本県宇城市三角町前越・ みすみまちまえごじ



　　８６９-３２０７・熊本県宇城市三角町三角浦・みすみまちみすみうら

　　８６９-２６００・熊本県阿蘇市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８６９-２２３２・熊本県阿蘇市赤水・あかみず

　　８６９-２２３６・熊本県阿蘇市跡ケ瀬・あとがせ

　　８６９-２６２１・熊本県阿蘇市一の宮町荻の草・いちのみやまちおぎのくさ

　　８６９-２６０３・熊本県阿蘇市一の宮町北坂梨・ いちのみやまちきたさかなじ

　　８６９-２６１１・熊本県阿蘇市一の宮町坂梨・ いちのみやまちさかなじ

　　８６９-２６０２・熊本県阿蘇市一の宮町三野・いちのみやまちさんの

　　８６９-２６０１・熊本県阿蘇市一の宮町手野・いちのみやまちての

　　８６９-２６０４・熊本県阿蘇市一の宮町中坂梨・ いちのみやまちなかさかなじ

　　８６９-２６１３・熊本県阿蘇市一の宮町中通・いちのみやまちなかどおり

　　８６９-２６１２・熊本県阿蘇市一の宮町宮地・いちのみやまちみやじ

　　８６９-２３１５・熊本県阿蘇市今町・いままち

　　８６９-２３０１・熊本県阿蘇市内牧・うちのまき

　　８６９-２３１２・熊本県阿蘇市小倉・おくら

　　８６９-２３０７・熊本県阿蘇市小里・おざと

　　８６９-２２２６・熊本県阿蘇市乙姫・おとひめ

　　８６９-２３１４・熊本県阿蘇市小野田・おのだ

　　８６９-２２３５・熊本県阿蘇市狩尾・かりお

　　８６９-２２２４・熊本県阿蘇市蔵原・くらはﾞる

　　８６９-２２３４・熊本県阿蘇市車帰・くるまがえり

　　８６９-２２２５・熊本県阿蘇市黒川・くろかわ

　　８６９-２３１６・熊本県阿蘇市黒流町・くろながれまち

　　８６９-２３１１・熊本県阿蘇市小池・こうじ

　　８６９-２２２３・熊本県阿蘇市竹原・たかわら

　　８６９-２２３１・熊本県阿蘇市永草・ながくさ

　　８６９-２８０３・熊本県阿蘇市波野赤仁田・なみのあかにた

　　８６９-２８０２・熊本県阿蘇市波野小園・なみのおぞの

　　８６９-２８０１・熊本県阿蘇市波野小地野・なみのしようちの

　　８６９-２８０７・熊本県阿蘇市波野新波野・なみのしんなみの

　　８６９-２８０４・熊本県阿蘇市波野滝水・なみのたきみず

　　８６９-２８０５・熊本県阿蘇市波野中江・なみのなかえ

　　８６９-２８０６・熊本県阿蘇市波野波野・なみのなみの

　　８６９-２３０３・熊本県阿蘇市西小園・にしこぞの

　　８６９-２２２２・熊本県阿蘇市西町・にしまち

　　８６９-２３０４・熊本県阿蘇市西湯浦・にしゆのうら

　　８６９-２２３７・熊本県阿蘇市的石・ まといじ

　　８６９-２３０２・熊本県阿蘇市三久保・みくほﾞ

　　８６９-２３０６・熊本県阿蘇市南宮原・みなみみやはﾞる

　　８６９-２２３３・熊本県阿蘇市無田・むた

　　８６９-２２２１・熊本県阿蘇市役犬原・やくいんはﾞる

　　８６９-２４１３・熊本県阿蘇市山田（蔵床）・やまだ(くらとこ)

　　８６９-２４１３・熊本県阿蘇市山田（橋台）・やまだ(はしだい)

　　８６９-２４１３・熊本県阿蘇市山田（茗ケ原）・やまだ(みようがはら)

　　８６９-２３１３・熊本県阿蘇市山田（その他）・やまだ(そのた)

　　８６９-２３０５・熊本県阿蘇市湯浦・ゆのうら

　　８６３-００００・熊本県天草市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８６３-２１７２・熊本県天草市旭町・あさひまち

　　８６３-２８０１・熊本県天草市天草町大江・あまくさまちおおえ

　　８６３-２８０１・熊本県天草市天草町大江軍浦・あまくさまちおおえいくさがうら

　　８６３-１４０１・熊本県天草市天草町大江向・あまくさまちおおえむこう

　　８６３-２８０３・熊本県天草市天草町下田北・あまくさまちしもだきた

　　８６３-２８０２・熊本県天草市天草町下田南・あまくさまちしもだみなみ

　　８６３-１２０５・熊本県天草市天草町高浜北（４００１－２３）・あまくさまちたかはまきた

　　８６３-１２０５・熊本県天草市天草町高浜北（４１３５)・あまくさまちたかはまきた

　　８６３-２８０５・熊本県天草市天草町高浜北（その他）・あまくさまちたかはまきた(そのた)

　　８６３-２８０４・熊本県天草市天草町高浜南・あまくさまちたかはまみなみ

　　８６３-２８０６・熊本県天草市天草町福連木・あまくさまちふくれぎ

　　８６１-７２０１・熊本県天草市有明町赤崎・ありあけまちあかさき

　　８６１-７２０３・熊本県天草市有明町大浦・ありあけまちおおうら

　　８６１-７３１４・熊本県天草市有明町大島子・ありあけまちおおしまご

　　８６１-７２０４・熊本県天草市有明町楠甫・ありあけまちくすほﾞ

　　８６１-７３１１・熊本県天草市有明町上津浦・ありあけまちこうつうら

　　８６１-７３１３・熊本県天草市有明町小島子・ありあけまちこしまご

　　８６１-７３１２・熊本県天草市有明町下津浦・ありあけまちしもつうら

　　８６１-７２０２・熊本県天草市有明町須子・ありあけまちすじ

　　８６３-２３３１・熊本県天草市五和町鬼池・いつわまちおにいけ

　　８６３-２２０１・熊本県天草市五和町御領・いつわまちごりよう

　　８６３-２１１４・熊本県天草市五和町城河原・いつわまちじようがわら

　　８６３-２４２４・熊本県天草市五和町手野・いつわまちての



　　８６３-２４２１・熊本県天草市五和町二江・いつわまちふたえ

　　８６３-００１３・熊本県天草市今釜新町・いまがましんまち

　　８６３-００１２・熊本県天草市今釜町・いまがままち

　　８６３-１９０１・熊本県天草市牛深町・うしぶかまち

　　８６３-００３２・熊本県天草市太田町・おおたまち

　　８６３-００１５・熊本県天草市大浜町・おおはままち

　　８６３-１７２１・熊本県天草市魚貫町・おにきまち

　　８６３-００４３・熊本県天草市亀場町亀川・かめはﾞまちかめがわ

　　８６３-００４６・熊本県天草市亀場町食場・かめはﾞまちじきはﾞ

　　８６３-１２０１・熊本県天草市河浦町今田・かわうらまちいまだ

　　８６３-１４０３・熊本県天草市河浦町今富（１９３３）・かわうらまちいまとみ

　　８６３-１４０３・熊本県天草市河浦町今富（１９３９）・かわうらまちいまとみ

　　８６３-１４０３・熊本県天草市河浦町今富（１９４５）・かわうらまちいまとみ

　　８６３-１４０３・熊本県天草市河浦町今富（１９５５－４）・かわうらまちいまとみ

　　８６３-１４０３・熊本県天草市河浦町今富（１９６０）・かわうらまちいまとみ

　　８６３-１４０３・熊本県天草市河浦町今富（１９７０）・かわうらまちいまとみ

　　８６３-１４０３・熊本県天草市河浦町今富（１９７４）・かわうらまちいまとみ

　　８６３-１４０３・熊本県天草市河浦町今富（１９７６）・かわうらまちいまとみ

　　８６３-１４０３・熊本県天草市河浦町今富（１９８３）・かわうらまちいまとみ

　　８６３-１４０３・熊本県天草市河浦町今富（１９８８－３）・かわうらまちいまとみ

　　８６３-１４０３・熊本県天草市河浦町今富（１９９０－５）・かわうらまちいまとみ

　　８６３-１４０３・熊本県天草市河浦町今富（２００３）・かわうらまちいまとみ

　　８６３-１４０３・熊本県天草市河浦町今富（２０５１）・かわうらまちいまとみ

　　８６３-１２０３・熊本県天草市河浦町今富（その他）・かわうらまちいまとみ(そのた)

　　８６３-１２０２・熊本県天草市河浦町河浦・かわうらまちかわうら

　　８６３-１４０４・熊本県天草市河浦町崎津（１６４４）・かわうらまちさきつ

　　８６３-１４０４・熊本県天草市河浦町崎津（１６４７－１）・かわうらまちさきつ

　　８６３-１４０４・熊本県天草市河浦町崎津（１６５９）・かわうらまちさきつ

　　８６３-１２０４・熊本県天草市河浦町崎津（その他）・かわうらまちさきつ(そのた)

　　８６３-１２１５・熊本県天草市河浦町白木河内・かわうらまちしらきかわち

　　８６３-１２１６・熊本県天草市河浦町新合・かわうらまちしんごう

　　８６３-１２１１・熊本県天草市河浦町立原・かわうらまちたちはら

　　８６３-１２１４・熊本県天草市河浦町久留・かわうらまちひさどめ

　　８６３-１２１２・熊本県天草市河浦町宮野河内・かわうらまちみやのかわち

　　８６３-１２１３・熊本県天草市河浦町路木・かわうらまちろぎ

　　８６３-００３６・熊本県天草市川原新町・かわらしんまち

　　８６３-００２４・熊本県天草市川原町・かわらまち

　　８６３-００１１・熊本県天草市北浜町・きたはままち

　　８６３-００４９・熊本県天草市北原町・きたはらまち

　　８６３-００４４・熊本県天草市楠浦町・くすうらまち

　　８６３-１９０２・熊本県天草市久玉町・くたままち

　　８６１-６４０１・熊本県天草市倉岳町浦・くらたけまちうら

　　８６１-６４０２・熊本県天草市倉岳町棚底・くらたけまちたなそこ

　　８６１-６４０３・熊本県天草市倉岳町宮田・くらたけまちみやだ

　　８６６-０３１３・熊本県天草市御所浦町御所浦・ごしようらまちごしようら

　　８６６-０３３４・熊本県天草市御所浦町牧島・ごしようらまちまきしま

　　８６６-０３０３・熊本県天草市御所浦町横浦・ごしようらまちよこうら

　　８６３-００１９・熊本県天草市小松原町・こまつはﾞらまち

　　８６３-２１７１・熊本県天草市佐伊津町・さいつまち

　　８６３-００２２・熊本県天草市栄町・さかえまち

　　８６３-００４１・熊本県天草市志柿町・しかきまち

　　８６１-６５５１・熊本県天草市下浦町・しもうらまち

　　８６３-００１６・熊本県天草市城下町・じようかまち

　　８６３-００３４・熊本県天草市浄南町・じようなんまち

　　８６３-１１１１・熊本県天草市新和町碇石・ しんわまちいかりいじ

　　８６３-０１０２・熊本県天草市新和町大多尾・しんわまちおおたお

　　８６３-０１０３・熊本県天草市新和町大宮地・しんわまちおおみやじ

　　８６３-０１０１・熊本県天草市新和町小宮地・しんわまちこみやじ

　　８６３-１１１２・熊本県天草市新和町中田・しんわまちなかだ

　　８６１-６３０１・熊本県天草市栖本町打田・すもとまちうちだ

　　８６１-６３０２・熊本県天草市栖本町河内・すもとまちかわち

　　８６１-６３０３・熊本県天草市栖本町馬場・すもとまちはﾞはﾞ

　　８６１-６３０４・熊本県天草市栖本町古江・すもとまちふるえ

　　８６１-６３０５・熊本県天草市栖本町湯船原・すもとまちゆふねはら

　　８６３-００３７・熊本県天草市諏訪町・すわまち

　　８６３-００４２・熊本県天草市瀬戸町・せどまち

　　８６３-００２３・熊本県天草市中央新町・ちゆうおうしんまち

　　８６３-００４８・熊本県天草市中村町・なかむらまち

　　８６３-００４５・熊本県天草市枦宇土町・はじうとまち

　　８６３-００４７・熊本県天草市八幡町・はちまんまち



　　８６３-００１８・熊本県天草市浜崎町・はまさきまち

　　８６３-００１４・熊本県天草市東浜町・ひがしはままち

　　８６３-００３３・熊本県天草市東町・ひがしまち

　　８６３-１５１１・熊本県天草市深海町・ふかみまち

　　８６３-１４３２・熊本県天草市二浦町亀浦・ふたうらまちかめうら

　　８６３-１４３１・熊本県天草市二浦町早浦・ふたうらまちはやうら

　　８６３-００１７・熊本県天草市船之尾町・ふねのおまち

　　８６３-００２５・熊本県天草市古川町・ふるかわまち

　　８６３-０００１・熊本県天草市本渡町広瀬・ほんどまちひろせ

　　８６３-０００３・熊本県天草市本渡町本渡・ほんどまちほんど

　　８６３-０００２・熊本県天草市本渡町本戸馬場・ほんどまちほんとはﾞはﾞ

　　８６３-０００４・熊本県天草市本渡町本泉・ほんどまちもといずみ

　　８６３-０００６・熊本県天草市本町下河内・ほんまちしもがわち

　　８６３-０００５・熊本県天草市本町新休・ほんまちしんきゆう

　　８６３-０００７・熊本県天草市本町本・ほんまちほん

　　８６３-００５０・熊本県天草市丸尾町・まるおまち

　　８６３-００２１・熊本県天草市港町・みなとまち

　　８６３-００３１・熊本県天草市南新町・みなみしんまち

　　８６３-００３８・熊本県天草市南町・みなみまち

　　８６３-１１６１・熊本県天草市宮地岳町・みやじだけまち

　　８６３-００３５・熊本県天草市山の手町・やまのてまち

　　８６１-１１００・熊本県合志市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８６１-１１０１・熊本県合志市合生・あいおい

　　８６１-１１１１・熊本県合志市上庄・かみのしよう

　　８６１-１１１２・熊本県合志市幾久富・きくどみ

　　８６１-１１１３・熊本県合志市栄・さかえ

　　８６１-１１０２・熊本県合志市須屋・すや

　　８６１-１１１４・熊本県合志市竹迫・たかはﾞ

　　８６１-１１１５・熊本県合志市豊岡・とよおか

　　８６１-１１０３・熊本県合志市野々島・ののしま

　　８６１-１１１６・熊本県合志市福原・ふくはら

　　８６１-１１０４・熊本県合志市御代志・ みよじ

　　８６１-１１０５・熊本県合志市上生・わぶ

　　８６１-４７００・熊本県下益城郡美里町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８６１-４７１４・熊本県下益城郡美里町安部・あべ

　　８６１-４７１６・熊本県下益城郡美里町石野・いしの

　　８６１-４７３４・熊本県下益城郡美里町今・いま

　　８６１-４４０４・熊本県下益城郡美里町岩下・いわした

　　８６１-４４１３・熊本県下益城郡美里町岩野・いわの

　　８６１-４７０３・熊本県下益城郡美里町畝野・うねの

　　８６１-４７０１・熊本県下益城郡美里町大井早・おおいそう

　　８６１-４７２６・熊本県下益城郡美里町大窪・おおくほﾞ

　　８６１-４４０１・熊本県下益城郡美里町大沢水・おおそうず

　　８６１-４７１２・熊本県下益城郡美里町柏川・かしわがわ

　　８６１-４４０２・熊本県下益城郡美里町堅志田・かたしだ

　　８６１-４４０５・熊本県下益城郡美里町萱野・かやの

　　８６１-４７０７・熊本県下益城郡美里町川越・ かわごじ

　　８６１-４４２５・熊本県下益城郡美里町木早川内・きそがわち

　　８６１-４７１５・熊本県下益城郡美里町清水・きよみず

　　８６１-４７３１・熊本県下益城郡美里町栗崎・くりざき

　　８６１-４４２４・熊本県下益城郡美里町小市野・こいちの

　　８６１-４７０６・熊本県下益城郡美里町甲佐平・こうさびら

　　８６１-４７３７・熊本県下益城郡美里町古閑・こが

　　８６１-４４１１・熊本県下益城郡美里町小筵・こむしろ

　　８６１-４７２３・熊本県下益城郡美里町境・さかい

　　８６１-４７２５・熊本県下益城郡美里町坂貫・さかぬき

　　８６１-４４１５・熊本県下益城郡美里町坂本・さかもと

　　８６１-４４１２・熊本県下益城郡美里町佐俣・さまた

　　８６１-４７３５・熊本県下益城郡美里町三加・さんが

　　８６１-４４２６・熊本県下益城郡美里町白石野・しらいしの

　　８６１-４７２１・熊本県下益城郡美里町土喰・つちはﾞみ

　　８６１-４４１４・熊本県下益城郡美里町椿・つはﾞき

　　８６１-４４２７・熊本県下益城郡美里町津留・つる

　　８６１-４７０２・熊本県下益城郡美里町遠野・とおの

　　８６１-４７０５・熊本県下益城郡美里町豊富・とよとみ

　　８６１-４４１７・熊本県下益城郡美里町中・なか

　　８６１-４４２２・熊本県下益城郡美里町長尾野・ながおの

　　８６１-４４０３・熊本県下益城郡美里町中郡・なかごおり

　　８６１-４４０７・熊本県下益城郡美里町中小路・なかしようじ

　　８６１-４７２２・熊本県下益城郡美里町永富・ながとみ



　　８６１-４７３６・熊本県下益城郡美里町名越谷・なごしだに

　　８６１-４７３３・熊本県下益城郡美里町二和田・にわだ

　　８６１-４４０６・熊本県下益城郡美里町馬場・はﾞはﾞ

　　８６１-４７１３・熊本県下益城郡美里町早楠・はやくす

　　８６１-４４１６・熊本県下益城郡美里町払川・はらいがわ

　　８６１-４４２１・熊本県下益城郡美里町原田・はらだ

　　８６１-４７２７・熊本県下益城郡美里町原町・はらまち

　　８６１-４７１１・熊本県下益城郡美里町洞岳・ほらおか

　　８６１-４４２３・熊本県下益城郡美里町松野原・まつのはら

　　８６１-４７３２・熊本県下益城郡美里町三和・みつわ

　　８６１-４７０４・熊本県下益城郡美里町涌井・ゆい

　　８６９-０３００・熊本県玉名郡玉東町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８６９-０３０１・熊本県玉名郡玉東町稲佐・いなさ

　　８６９-０３０４・熊本県玉名郡玉東町浦田・うらた

　　８６９-０３０５・熊本県玉名郡玉東町上木葉・かみこのは

　　８６９-０３１３・熊本県玉名郡玉東町上白木・かみしらき

　　８６９-０３０３・熊本県玉名郡玉東町木葉・このは

　　８６９-０３２１・熊本県玉名郡玉東町西安寺・さいあんじ

　　８６９-０３１２・熊本県玉名郡玉東町白木・しらき

　　８６９-０３２２・熊本県玉名郡玉東町原倉・はらくら

　　８６９-０３１１・熊本県玉名郡玉東町二俣・ふたまた

　　８６９-０３０２・熊本県玉名郡玉東町山口・やまぐち

　　８６１-０８００・熊本県玉名郡南関町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８６１-０８１２・熊本県玉名郡南関町相谷・あいのたに

　　８６１-０８３２・熊本県玉名郡南関町今・いま

　　８６１-０８２２・熊本県玉名郡南関町上坂下・かみさかした

　　８６１-０８３７・熊本県玉名郡南関町上長田・かみながた

　　８６１-０８３６・熊本県玉名郡南関町久重・くしげ

　　８６１-０８１４・熊本県玉名郡南関町肥猪・こえい

　　８６１-０８１３・熊本県玉名郡南関町肥猪町・こえいまち

　　８６１-０８１１・熊本県玉名郡南関町小原・こはﾞる

　　８６１-０８２１・熊本県玉名郡南関町下坂下・しもさかした

　　８６１-０８０５・熊本県玉名郡南関町関下・せきしも

　　８６１-０８０１・熊本県玉名郡南関町関外目・せきほかめ

　　８６１-０８０３・熊本県玉名郡南関町関町・せきまち

　　８６１-０８０４・熊本県玉名郡南関町関村・せきむら

　　８６１-０８０２・熊本県玉名郡南関町関東・ せきひがじ

　　８６１-０８３３・熊本県玉名郡南関町高久野・たかくの

　　８６１-０８１５・熊本県玉名郡南関町豊永・とよなが

　　８６１-０８３５・熊本県玉名郡南関町長山・ながやま

　　８６１-０８３１・熊本県玉名郡南関町細永・ほそなが

　　８６１-０８３４・熊本県玉名郡南関町宮尾・みやお

　　８６１-０８２３・熊本県玉名郡南関町四ツ原・よつはら

　　８６９-０１００・熊本県玉名郡長洲町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８６９-０１１３・熊本県玉名郡長洲町有明・ありあけ

　　８６９-０１２２・熊本県玉名郡長洲町梅田・うめだ

　　８６９-０１０２・熊本県玉名郡長洲町折崎・おりさき

　　８６９-０１０４・熊本県玉名郡長洲町上沖洲・かみおきのす

　　８６９-０１０５・熊本県玉名郡長洲町清源寺・せいげんじ

　　８６９-０１２１・熊本県玉名郡長洲町高浜・たかはま

　　８６９-０１０６・熊本県玉名郡長洲町永塩・ながしお

　　８６９-０１２３・熊本県玉名郡長洲町長洲・ながす

　　８６９-０１０３・熊本県玉名郡長洲町腹赤・はらか

　　８６９-０１１２・熊本県玉名郡長洲町姫ケ浦・ひめがうら

　　８６９-０１０１・熊本県玉名郡長洲町宮野・みやの

　　８６９-０１１１・熊本県玉名郡長洲町名石浜・めいしはま

　　８６５-０１００・熊本県玉名郡和水町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８６１-０９１３・熊本県玉名郡和水町板楠・いたくす

　　８６１-０９２２・熊本県玉名郡和水町岩・いわ

　　８６５-０１１４・熊本県玉名郡和水町岩尻・いわしり

　　８６５-０１０４・熊本県玉名郡和水町内田・うちだ

　　８６５-０１０１・熊本県玉名郡和水町江栗・えぐり

　　８６５-０１３６・熊本県玉名郡和水町江田・えた

　　８６５-０１２１・熊本県玉名郡和水町榎原・えのきはﾞる

　　８６１-０９２４・熊本県玉名郡和水町大田黒・おおたぐろ

　　８６５-０１１２・熊本県玉名郡和水町大屋・おおや

　　８６５-０１１６・熊本県玉名郡和水町竈門・かまど

　　８６１-０９１４・熊本県玉名郡和水町上板楠・かみいたくす

　　８６１-０９１１・熊本県玉名郡和水町上十町・かみじつちよう

　　８６１-０９０１・熊本県玉名郡和水町上和仁・かみわに



　　８６５-０１１５・熊本県玉名郡和水町久米野・くべの

　　８６５-０１１７・熊本県玉名郡和水町志口永・しぐちなが

　　８６５-０１１１・熊本県玉名郡和水町下津原・しもつわら

　　８６５-０１３５・熊本県玉名郡和水町瀬川・せがわ

　　８６５-０１２２・熊本県玉名郡和水町高野・たかの

　　８６１-０９２１・熊本県玉名郡和水町津田・つだ

　　８６５-０１０３・熊本県玉名郡和水町長小田・ながおだ

　　８６１-０９１２・熊本県玉名郡和水町中十町・なかじつちよう

　　８６１-０９０５・熊本県玉名郡和水町中林・ なかはﾞやじ

　　８６１-０９０２・熊本県玉名郡和水町中和仁・なかわに

　　８６１-０９０６・熊本県玉名郡和水町西吉地・にしよしじ

　　８６１-０９２５・熊本県玉名郡和水町野田・のだ

　　８６５-０１３２・熊本県玉名郡和水町萩原・はぎわら

　　８６５-０１２４・熊本県玉名郡和水町原口・はるぐち

　　８６１-０９０４・熊本県玉名郡和水町東吉地・ひがしよしじ

　　８６５-０１０２・熊本県玉名郡和水町久井原・ひさいはﾞる

　　８６５-０１３４・熊本県玉名郡和水町日平・ひびら

　　８６１-０９２３・熊本県玉名郡和水町平野・ひらの

　　８６５-０１２５・熊本県玉名郡和水町藤田・ふじた

　　８６５-０１３３・熊本県玉名郡和水町蜻浦・へほﾞうら

　　８６５-０１２６・熊本県玉名郡和水町前原・まえはﾞる

　　８６５-０１２３・熊本県玉名郡和水町米渡尾・めどお

　　８６５-０１３１・熊本県玉名郡和水町用木・もてぎ

　　８６５-０１１３・熊本県玉名郡和水町焼米・やいごめ

　　８６１-０９１５・熊本県玉名郡和水町山十町・やまじつちよう

　　８６１-０９０３・熊本県玉名郡和水町和仁・わに

　　８６９-１２００・熊本県菊池郡大津町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８６９-１２２２・熊本県菊池郡大津町岩坂・いわさか

　　８６９-１２３３・熊本県菊池郡大津町大津・おおつﾞ

　　８６９-１２１９・熊本県菊池郡大津町大林・ おおはﾞやじ

　　８６９-１２２５・熊本県菊池郡大津町下町・しもまち

　　８６９-１２２７・熊本県菊池郡大津町新・しん

　　８６９-１２２１・熊本県菊池郡大津町陣内・じんない

　　８６９-１２３６・熊本県菊池郡大津町杉水・すぎみず

　　８６９-１２１４・熊本県菊池郡大津町瀬田・せた

　　８６９-１２３２・熊本県菊池郡大津町高尾野・たかおの

　　８６９-１２２３・熊本県菊池郡大津町中島・なかしま

　　８６９-１２１６・熊本県菊池郡大津町錦野・にしきの

　　８６９-１２２６・熊本県菊池郡大津町灰塚・はいつﾞか

　　８６９-１２３４・熊本県菊池郡大津町引水・ひきのみず

　　８６９-１２３１・熊本県菊池郡大津町平川・ひらかわ

　　８６９-１２１８・熊本県菊池郡大津町吹田・ふけだ

　　８６９-１２１３・熊本県菊池郡大津町古城・ふるじよう

　　８６９-１２１５・熊本県菊池郡大津町外牧・ほかまき

　　８６９-１２１２・熊本県菊池郡大津町真木・まき

　　８６９-１２２４・熊本県菊池郡大津町町・まち

　　８６９-１２３７・熊本県菊池郡大津町美咲野・みさきの

　　８６９-１２３５・熊本県菊池郡大津町室・むろ

　　８６９-１２１７・熊本県菊池郡大津町森・もり

　　８６９-１２１１・熊本県菊池郡大津町矢護川・やごがわ

　　８６９-１１００・熊本県菊池郡菊陽町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８６９-１１１５・熊本県菊池郡菊陽町沖野・おきの

　　８６９-１１０７・熊本県菊池郡菊陽町辛川・からかわ

　　８６９-１１０３・熊本県菊池郡菊陽町久保田・くほﾞた

　　８６９-１１１４・熊本県菊池郡菊陽町向陽台・こうようだい

　　８６９-１１０９・熊本県菊池郡菊陽町新山・しんやま

　　８６９-１１１０・熊本県菊池郡菊陽町杉並台・すぎなみだい

　　８６９-１１０１・熊本県菊池郡菊陽町津久礼・つくれ

　　８６９-１１０４・熊本県菊池郡菊陽町戸次・とつぎ

　　８６９-１１１３・熊本県菊池郡菊陽町花立・はなたて

　　８６９-１１０５・熊本県菊池郡菊陽町馬場楠・はﾞはﾞぐす

　　８６９-１１０２・熊本県菊池郡菊陽町原水・はらみず

　　８６９-１１０８・熊本県菊池郡菊陽町光の森・ひかりのもり

　　８６９-１１０６・熊本県菊池郡菊陽町曲手・まがて

　　８６９-１１１１・熊本県菊池郡菊陽町武蔵ヶ丘・むさしがおか

　　８６９-１１１２・熊本県菊池郡菊陽町武蔵ヶ丘北・むさしがおかきた

　　８６９-２４００・熊本県阿蘇郡南小国町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８６９-２４０１・熊本県阿蘇郡南小国町赤馬場・あかはﾞはﾞ

　　８６９-２４０３・熊本県阿蘇郡南小国町中原・なかはﾞる

　　８６９-２４０２・熊本県阿蘇郡南小国町満願寺・まんがんじ



　　８６９-２５００・熊本県阿蘇郡小国町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８６９-２５０６・熊本県阿蘇郡小国町上田・かみだ

　　８６９-２５０５・熊本県阿蘇郡小国町北里・きたざと

　　８６９-２５０２・熊本県阿蘇郡小国町黒渕・くろぶち

　　８６９-２５０３・熊本県阿蘇郡小国町下城・しもじよう

　　８６９-２５０４・熊本県阿蘇郡小国町西里・にしざと

　　８６９-２５０１・熊本県阿蘇郡小国町宮原・みやはら

　　８６９-２７００・熊本県阿蘇郡産山村・・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８６９-２７０５・熊本県阿蘇郡産山村産山・うぶやま

　　８６９-２７０２・熊本県阿蘇郡産山村大利・おおり

　　８６９-２７０１・熊本県阿蘇郡産山村片俣・かたまた

　　８６９-２７０４・熊本県阿蘇郡産山村田尻・たじり

　　８６９-２７０３・熊本県阿蘇郡産山村山鹿・やまが

　　８６９-１６００・熊本県阿蘇郡高森町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８６９-１８２５・熊本県阿蘇郡高森町尾下・おくだり

　　８６９-１６０１・熊本県阿蘇郡高森町上色見・かみしきみ

　　８６９-１８２６・熊本県阿蘇郡高森町河原・かわら

　　８６９-１８１１・熊本県阿蘇郡高森町草部・くさかべ

　　８６９-１６０３・熊本県阿蘇郡高森町色見・しきみ

　　８６９-１８１５・熊本県阿蘇郡高森町下切・したぎり

　　８６９-１８１３・熊本県阿蘇郡高森町菅山・すがやま

　　８６９-１８１２・熊本県阿蘇郡高森町芹口・せりぐち

　　８６９-１６０２・熊本県阿蘇郡高森町高森・たかもり

　　８６９-１８２３・熊本県阿蘇郡高森町津留・つる

　　８６９-１８２１・熊本県阿蘇郡高森町中・なか

　　８６９-１８１４・熊本県阿蘇郡高森町永野原・ながのはる

　　８６９-１８２４・熊本県阿蘇郡高森町野尻・のじり

　　８６９-１８２２・熊本県阿蘇郡高森町矢津田・やつだ

　　８６１-２４００・熊本県阿蘇郡西原村・・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８６１-２４０４・熊本県阿蘇郡西原村河原・かわはら

　　８６１-２４０２・熊本県阿蘇郡西原村小森・こもり

　　８６１-２４０１・熊本県阿蘇郡西原村鳥子・とりこ

　　８６１-２４０３・熊本県阿蘇郡西原村布田・ふた

　　８６１-２４０５・熊本県阿蘇郡西原村宮山・みややま

　　８６９-１４００・熊本県阿蘇郡南阿蘇村・・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８６９-１５０４・熊本県阿蘇郡南阿蘇村一関・いちぜき

　　８６９-１４１１・熊本県阿蘇郡南阿蘇村河陰・かいん

　　８６９-１４０４・熊本県阿蘇郡南阿蘇村河陽・かわよう

　　８６９-１４０２・熊本県阿蘇郡南阿蘇村下野・しもの

　　８６９-１５０２・熊本県阿蘇郡南阿蘇村白川・しらかわ

　　８６９-１４０１・熊本県阿蘇郡南阿蘇村立野・たての

　　８６９-１４０３・熊本県阿蘇郡南阿蘇村長野・ながの

　　８６９-２２０５・熊本県阿蘇郡南阿蘇村中松（古坊中）・なかまつ(ふるほﾞうちゆう)

　　８６９-１５０５・熊本県阿蘇郡南阿蘇村中松（その他）・なかまつ(そのた)

　　８６９-１４１２・熊本県阿蘇郡南阿蘇村, 久石"・ ひさいじ

　　８６９-１５０３・熊本県阿蘇郡南阿蘇村吉田・よしだ

　　８６９-１５０１・熊本県阿蘇郡南阿蘇村両併・りようへい

　　８６１-３２００・熊本県上益城郡御船町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８６１-３３２２・熊本県上益城郡御船町上野・うえの

　　８６１-３２０２・熊本県上益城郡御船町小坂・おざか

　　８６１-３２０４・熊本県上益城郡御船町木倉・きのくら

　　８６１-３２０１・熊本県上益城郡御船町陣・じん

　　８６１-３２０３・熊本県上益城郡御船町高木・たかき

　　８６１-３２０８・熊本県上益城郡御船町滝尾・たきお

　　８６１-３２０５・熊本県上益城郡御船町滝川・たきがわ

　　８６１-３３２３・熊本県上益城郡御船町田代・たしろ

　　８６１-３１３１・熊本県上益城郡御船町豊秋・とよあき

　　８６１-３４２１・熊本県上益城郡御船町七滝（松ノ生）・ななたき(まつのはえ)

　　８６１-３３２１・熊本県上益城郡御船町七滝（その他）・ななたき(そのた)

　　８６１-３２０６・熊本県上益城郡御船町辺田見・へたみ

　　８６１-３２１１・熊本県上益城郡御船町水越・ みずこじ

　　８６１-３２０７・熊本県上益城郡御船町御船・みふね

　　８６１-３１００・熊本県上益城郡嘉島町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８６１-３１０３・熊本県上益城郡嘉島町井寺・いてら

　　８６１-３１０９・熊本県上益城郡嘉島町犬渕・いぬぶち

　　８６１-３１０６・熊本県上益城郡嘉島町上島・うえじま

　　８６１-３１０７・熊本県上益城郡嘉島町上仲間・かみなかま

　　８６１-３１０５・熊本県上益城郡嘉島町上六嘉・かみろつか

　　８６１-３１０４・熊本県上益城郡嘉島町北甘木・きたあまぎ

　　８６１-３１０８・熊本県上益城郡嘉島町下仲間・しもなかま



　　８６１-３１０２・熊本県上益城郡嘉島町下六嘉・しもろつか

　　８６１-３１０１・熊本県上益城郡嘉島町鯰・なまず

　　８６１-２２００・熊本県上益城郡益城町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８６１-２２２１・熊本県上益城郡益城町赤井・あかい

　　８６１-２２２３・熊本県上益城郡益城町小池・おいけ

　　８６１-２２０４・熊本県上益城郡益城町小谷・おやつ

　　８６１-２２０３・熊本県上益城郡益城町上陳・かみじん

　　８６１-２２４２・熊本県上益城郡益城町木山・きやま

　　８６１-２２３４・熊本県上益城郡益城町古閑・こが

　　８６１-２２０１・熊本県上益城郡益城町寺中・じちゆう

　　８６１-２２２４・熊本県上益城郡益城町島田・しまだ

　　８６１-２２０６・熊本県上益城郡益城町下陳・しもじん

　　８６１-２２０５・熊本県上益城郡益城町杉堂・すぎどう

　　８６１-２２３３・熊本県上益城郡益城町惣領・そうりよう

　　８６１-２２０２・熊本県上益城郡益城町田原・たはﾞる

　　８６１-２２４３・熊本県上益城郡益城町辻の城・つじのしろ

　　８６１-２２４４・熊本県上益城郡益城町寺迫・てらさこ

　　８６１-２２２２・熊本県上益城郡益城町砥川・とがわ

　　８６１-２２１２・熊本県上益城郡益城町平田・ひらた

　　８６１-２２３６・熊本県上益城郡益城町広崎・ひろさき

　　８６１-２２３５・熊本県上益城郡益城町福富・ふくどみ

　　８６１-２２１１・熊本県上益城郡益城町福原・ふくはら

　　８６１-２２３２・熊本県上益城郡益城町馬水・まみず

　　８６１-２２４１・熊本県上益城郡益城町宮園・みやぞの

　　８６１-２２３１・熊本県上益城郡益城町安永・やすなが

　　８６１-４６００・熊本県上益城郡甲佐町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８６１-４６１８・熊本県上益城郡甲佐町麻生原・あそはﾞる

　　８６１-４６０５・熊本県上益城郡甲佐町有安・ありやす

　　８６１-３２４２・熊本県上益城郡甲佐町糸田・いとだ

　　８６１-４６０１・熊本県上益城郡甲佐町岩下・いわした

　　８６１-４６０４・熊本県上益城郡甲佐町大町・おおまち

　　８６１-４６３４・熊本県上益城郡甲佐町小鹿・おが

　　８６１-４６３１・熊本県上益城郡甲佐町上揚・かみあげ

　　８６１-４６２２・熊本県上益城郡甲佐町上早川・かみそうがわ

　　８６１-４６３２・熊本県上益城郡甲佐町坂谷・さかだに

　　８６１-３２４４・熊本県上益城郡甲佐町芝原・しはﾞわら

　　８６１-４６２１・熊本県上益城郡甲佐町下横田・しもよこた

　　８６１-３２４３・熊本県上益城郡甲佐町白旗・しらはた

　　８６１-３２４１・熊本県上益城郡甲佐町早川・そうがわ

　　８６１-４６１６・熊本県上益城郡甲佐町田口・たぐち

　　８６１-４６１７・熊本県上益城郡甲佐町津志田・つしだ

　　８６１-４６０７・熊本県上益城郡甲佐町豊内・とようち

　　８６１-４６１４・熊本県上益城郡甲佐町中山・なかやま

　　８６１-４６２３・熊本県上益城郡甲佐町中横田・なかよこた

　　８６１-４６０９・熊本県上益城郡甲佐町西寒野・にしさまの

　　８６１-４６３３・熊本県上益城郡甲佐町西原・にしはる

　　８６１-４６０３・熊本県上益城郡甲佐町仁田子・にたご

　　８６１-４６０８・熊本県上益城郡甲佐町東寒野・ひがしさまの

　　８６１-４６１１・熊本県上益城郡甲佐町船津・ふなつ

　　８６１-４６１５・熊本県上益城郡甲佐町府領・ふりよう

　　８６１-４６０２・熊本県上益城郡甲佐町緑町・みどりまち

　　８６１-４６１３・熊本県上益城郡甲佐町南三箇・みなみさんが

　　８６１-４６３５・熊本県上益城郡甲佐町安平・やすひら

　　８６１-４６０６・熊本県上益城郡甲佐町横田・よこた

　　８６１-３２４５・熊本県上益城郡甲佐町吉田・よしだ

　　８６１-４６１２・熊本県上益城郡甲佐町世持・よもち

　　８６１-３５００・熊本県上益城郡山都町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８６１-３７８１・熊本県上益城郡山都町麻山・あさやま

　　８６１-３５４１・熊本県上益城郡山都町芦屋田・あしやだ

　　８６１-３５２１・熊本県上益城郡山都町荒谷・あらだに

　　８６１-３９３７・熊本県上益城郡山都町伊勢・いせ

　　８６１-３８４２・熊本県上益城郡山都町市野原・いちのはる

　　８６１-３５４２・熊本県上益城郡山都町市原・いちはﾞる

　　８６１-３６６５・熊本県上益城郡山都町犬飼・いぬかい

　　８６１-３９１３・熊本県上益城郡山都町今・いま

　　８６１-３８３２・熊本県上益城郡山都町井無田・いむた

　　８６１-３５１１・熊本県上益城郡山都町入佐・いりさ

　　８６１-３９０５・熊本県上益城郡山都町大野・おおの

　　８６１-３８１１・熊本県上益城郡山都町大平・おおひら

　　８６１-３９２６・熊本県上益城郡山都町大見口・おおみくち



　　８６１-３７８８・熊本県上益城郡山都町小笹・おざさ

　　８６１-３７８９・熊本県上益城郡山都町男成・おとこなり

　　８６１-３８４４・熊本県上益城郡山都町尾野尻・おのじり

　　８６１-３８０１・熊本県上益城郡山都町小峰・おみね

　　８６１-３９２３・熊本県上益城郡山都町柏・かしわ

　　８６１-３４５１・熊本県上益城郡山都町金内・かねうち

　　８６１-３８４３・熊本県上益城郡山都町鎌野・かまの

　　８６１-３７８２・熊本県上益城郡山都町上川井野・かみがわいの

　　８６１-３９２５・熊本県上益城郡山都町上差尾・かみざしお

　　８６１-３９０６・熊本県上益城郡山都町神ノ前・かみのまえ

　　８６１-３８４１・熊本県上益城郡山都町仮屋・かりや

　　８６１-３８１３・熊本県上益城郡山都町川口・かわぐち

　　８６１-３７８４・熊本県上益城郡山都町川野・かわの

　　８６１-３４５５・熊本県上益城郡山都町北中島・きたなかしま

　　８６１-３８０２・熊本県上益城郡山都町木原谷・きはらだに

　　８６１-３５３１・熊本県上益城郡山都町葛原・くずはら

　　８６１-３５０１・熊本県上益城郡山都町黒川・くろかわ

　　８６１-３５１２・熊本県上益城郡山都町下馬尾・げはﾞお

　　８６１-３８３４・熊本県上益城郡山都町高月・こうつﾞき

　　８６１-３８３１・熊本県上益城郡山都町郷野原・ごうのはる

　　８６１-３５０２・熊本県上益城郡山都町御所・ごしよ

　　８６１-３８０３・熊本県上益城郡山都町小中竹・こなかだけ

　　８６１-３５３２・熊本県上益城郡山都町猿渡・さるわたり

　　８６１-３５３３・熊本県上益城郡山都町三ケ・さんが

　　８６１-３９１５・熊本県上益城郡山都町塩出迫・しおいでさこ

　　８６１-３９１６・熊本県上益城郡山都町塩原・しおはﾞる

　　８６１-３４５４・熊本県上益城郡山都町島木・しまき

　　８６１-３５１３・熊本県上益城郡山都町下市・しもいち

　　８６１-３７８６・熊本県上益城郡山都町下川井野・しもがわいの

　　８６１-３５０３・熊本県上益城郡山都町下名連石・ しもなれいじ

　　８６１-３９３２・熊本県上益城郡山都町下山・しもやま

　　８６１-３５４３・熊本県上益城郡山都町上寺・じようてら

　　８６１-３５１４・熊本県上益城郡山都町城原・じようはら

　　８６１-３５１５・熊本県上益城郡山都町城平・じようひら

　　８６１-３９０７・熊本県上益城郡山都町白石・ しらいじ

　　８６１-３５２２・熊本県上益城郡山都町白小野・しらおの

　　８６１-３６６４・熊本県上益城郡山都町白藤・しらふじ

　　８６１-３６６３・熊本県上益城郡山都町新小・しんこ

　　８６１-３５４４・熊本県上益城郡山都町杉木・すぎき

　　８６１-３６７１・熊本県上益城郡山都町菅・すげ

　　８６１-３９１１・熊本県上益城郡山都町菅尾・すげお

　　８６１-３８０５・熊本県上益城郡山都町須原・すはﾞる

　　８６１-３５２３・熊本県上益城郡山都町勢井・ぜい

　　８６１-３５１６・熊本県上益城郡山都町千滝・せんだき

　　８６１-３４５２・熊本県上益城郡山都町田小野・たおの

　　８６１-３９３３・熊本県上益城郡山都町高辻・たかつじ

　　８６１-３９３４・熊本県上益城郡山都町高畑・たかはﾞた

　　８６１-３９０２・熊本県上益城郡山都町滝上・たきがみ

　　８６１-３９３１・熊本県上益城郡山都町橘・たちはﾞな

　　８６１-３７８５・熊本県上益城郡山都町田所・たどころ

　　８６１-３９２７・熊本県上益城郡山都町玉目・たまめ

　　８６１-３６６２・熊本県上益城郡山都町田吉・ たよじ

　　８６１-３６７３・熊本県上益城郡山都町津留・つる

　　８６１-３８１２・熊本県上益城郡山都町鶴ケ田・つるけた

　　８６１-３９０８・熊本県上益城郡山都町長崎・ながさき

　　８６１-３５４５・熊本県上益城郡山都町長田・ながた

　　８６１-３９２８・熊本県上益城郡山都町長谷・ながたに

　　８６１-３６６１・熊本県上益城郡山都町長原・ながはら

　　８６１-３７８３・熊本県上益城郡山都町成君・なりぎみ

　　８６１-３９２２・熊本県上益城郡山都町二瀬本・にせもと

　　８６１-３８０４・熊本県上益城郡山都町貫原・ぬきはる

　　８６１-３７８７・熊本県上益城郡山都町野尻・のじり

　　８６１-３５１７・熊本県上益城郡山都町畑・はた

　　８６１-３９２１・熊本県上益城郡山都町八木・はちほﾞく

　　８６１-３９１４・熊本県上益城郡山都町花上・はながみ

　　８６１-３５１８・熊本県上益城郡山都町浜町・はままち

　　８６１-３４５３・熊本県上益城郡山都町原・はら

　　８６１-３９３５・熊本県上益城郡山都町東竹原・ひがしたけはﾞる

　　８６１-３５２４・熊本県上益城郡山都町藤木・ふじき

　　８６１-３９２４・熊本県上益城郡山都町二津留・ふたつﾞる



　　８６１-３９０４・熊本県上益城郡山都町方ケ野・ほうがの

　　８６１-３８３５・熊本県上益城郡山都町仏原・ほとけはﾞる

　　８６１-３５２５・熊本県上益城郡山都町牧野・まきの

　　８６１-３９０１・熊本県上益城郡山都町馬見原・まみはら

　　８６１-３５２６・熊本県上益城郡山都町万坂・まんざか

　　８６１-３８４５・熊本県上益城郡山都町緑川・みどりかわ

　　８６１-３５４６・熊本県上益城郡山都町南田・みなみだ

　　８６１-３６７２・熊本県上益城郡山都町目丸・めまる

　　８６１-３８３３・熊本県上益城郡山都町安方・やすかた

　　８６１-３９０３・熊本県上益城郡山都町柳井原・やないはﾞる

　　８６１-３９３６・熊本県上益城郡山都町柳・やなぎ

　　８６１-３５４７・熊本県上益城郡山都町山田・やまだ

　　８６１-３５３４・熊本県上益城郡山都町柚木・ゆのき

　　８６１-３８０６・熊本県上益城郡山都町米生・よねお

　　８６１-３９１２・熊本県上益城郡山都町米迫・よねさこ

　　８６９-４６００・熊本県八代郡氷川町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８６９-４８１２・熊本県八代郡氷川町網道・あみどう

　　８６９-４６０４・熊本県八代郡氷川町有佐・ありさ

　　８６９-４６０１・熊本県八代郡氷川町今・いま

　　８６９-４８０４・熊本県八代郡氷川町大野・おおの

　　８６９-４６０７・熊本県八代郡氷川町栫・かこい

　　８６９-４８１５・熊本県八代郡氷川町鹿島・かしま

　　８６９-４８１１・熊本県八代郡氷川町鹿野・かの

　　８６９-４８０６・熊本県八代郡氷川町河原・かわはら

　　８６９-４８１４・熊本県八代郡氷川町島地・しまち

　　８６９-４８０１・熊本県八代郡氷川町新田・しんでん

　　８６９-４８０２・熊本県八代郡氷川町高塚・たかつか

　　８６９-４６０３・熊本県八代郡氷川町立神・たてがみ

　　８６９-４６０５・熊本県八代郡氷川町中島・なかしま

　　８６９-４８０５・熊本県八代郡氷川町野津・のつﾞ

　　８６９-４６０６・熊本県八代郡氷川町早尾・はやお

　　８６９-４６０２・熊本県八代郡氷川町宮原・みやはら

　　８６９-４６０８・熊本県八代郡氷川町宮原栄久・みやはらえいきゆう

　　８６９-４８０３・熊本県八代郡氷川町吉本・よしもと

　　８６９-４８１３・熊本県八代郡氷川町若洲・わかす

　　８６９-５４００・熊本県葦北郡芦北町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８６９-５５６１・熊本県葦北郡芦北町芦北（北田）・あしきた(きただ)

　　８６９-５５６１・熊本県葦北郡芦北町芦北（中割）・あしきた(なかわり)

　　８６９-５５６１・熊本県葦北郡芦北町芦北（西割）・あしきた(にしわり)

　　８６９-５５６１・熊本県葦北郡芦北町芦北（松崎）・あしきた(まつざき)

　　８６９-５４６１・熊本県葦北郡芦北町芦北（その他）・あしきた(そのた)

　　８６９-６３０１・熊本県葦北郡芦北町天月・あまつき

　　８６９-６３０６・熊本県葦北郡芦北町市野瀬・いちのせ

　　８６９-５３０７・熊本県葦北郡芦北町井牟田・いむた

　　８６９-５３０４・熊本県葦北郡芦北町海浦・うみのうら

　　８６９-６２１５・熊本県葦北郡芦北町上原・うわはﾞる

　　８６９-６２１１・熊本県葦北郡芦北町箙瀬・えびらせ

　　８６９-６２１３・熊本県葦北郡芦北町大岩・おおいわ

　　８６９-５５７４・熊本県葦北郡芦北町大川内・おおかわち

　　８６９-５４２２・熊本県葦北郡芦北町大尼田・おおにた

　　８６９-６３０５・熊本県葦北郡芦北町大野・おおの

　　８６９-５４３１・熊本県葦北郡芦北町乙千屋・おとじや

　　８６９-６２１６・熊本県葦北郡芦北町海路・かいじ

　　８６９-６３０４・熊本県葦北郡芦北町国見・くにみ

　　８６９-６２１４・熊本県葦北郡芦北町黒岩・くろいわ

　　８６９-５４３４・熊本県葦北郡芦北町桑原・くわはﾞら

　　８６９-５３０３・熊本県葦北郡芦北町小田浦・こだのうら

　　８６９-５４４１・熊本県葦北郡芦北町佐敷・さしき

　　８６９-６３０７・熊本県葦北郡芦北町塩浸・ しおひたじ

　　８６９-６３０２・熊本県葦北郡芦北町白石・ しらいじ

　　８６９-５４５２・熊本県葦北郡芦北町白岩・しらいわ

　　８６９-６３０８・熊本県葦北郡芦北町白木・しらき

　　８６９-５５７６・熊本県葦北郡芦北町高岡・たかおか

　　８６９-５４４３・熊本県葦北郡芦北町田川・たがわ

　　８６９-５４２１・熊本県葦北郡芦北町立川・たちかわ

　　８６９-５３０２・熊本県葦北郡芦北町田浦・たのうら

　　８６９-５３０５・熊本県葦北郡芦北町田浦町・たのうらまち

　　８６９-６３０３・熊本県葦北郡芦北町告・つげ

　　８６９-５４５４・熊本県葦北郡芦北町鶴木山・つるぎやま

　　８６９-５５７１・熊本県葦北郡芦北町豊岡・とよおか



　　８６９-５４５３・熊本県葦北郡芦北町計石・ はかりいじ

　　８６９-５３０６・熊本県葦北郡芦北町波多島・はたとう

　　８６９-５４４２・熊本県葦北郡芦北町花岡・はなおか

　　８６９-５４２４・熊本県葦北郡芦北町伏木氏・ふしき

　　８６９-５５７５・熊本県葦北郡芦北町古石・ ふるいじ

　　８６９-５４２３・熊本県葦北郡芦北町松生・まつはﾞえ

　　８６９-５５７２・熊本県葦北郡芦北町丸山・まるやま

　　８６９-５４５１・熊本県葦北郡芦北町道川内・みちがわち

　　８６９-５５６２・熊本県葦北郡芦北町宮崎・みやざき

　　８６９-５４３２・熊本県葦北郡芦北町宮浦・みやのうら

　　８６９-５５６４・熊本県葦北郡芦北町女島・めしま

　　８６９-５４３３・熊本県葦北郡芦北町八幡・やはた

　　８６９-５５６３・熊本県葦北郡芦北町湯浦・ゆのうら

　　８６９-５３０１・熊本県葦北郡芦北町横居木・よこいぎ

　　８６９-６２１２・熊本県葦北郡芦北町吉尾・よしお

　　８６９-５５７３・熊本県葦北郡芦北町米田・よねだ

　　８６９-５６００・熊本県葦北郡津奈木町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８６９-５６０３・熊本県葦北郡津奈木町岩城・いわき

　　８６９-５６０４・熊本県葦北郡津奈木町小津奈木・こつなぎ

　　８６９-５６０１・熊本県葦北郡津奈木町千代・ちよ

　　８６９-５６０２・熊本県葦北郡津奈木町津奈木・つなぎ

　　８６９-５６０５・熊本県葦北郡津奈木町福浜・ふくはま

　　８６８-０３００・熊本県球磨郡錦町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８６８-０３０２・熊本県球磨郡錦町一武・いちぶ

　　８６８-０３０１・熊本県球磨郡錦町木上・きのうえ

　　８６８-０３０３・熊本県球磨郡錦町西・ にじ

　　８６８-０５００・熊本県球磨郡多良木町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８６８-０５０４・熊本県球磨郡多良木町奥野・おくの

　　８６８-０５０３・熊本県球磨郡多良木町久米・くめ

　　８６８-０５０２・熊本県球磨郡多良木町黒肥地・くろひじ

　　８６８-０５０１・熊本県球磨郡多良木町多良木・たらぎ

　　８６８-０５０５・熊本県球磨郡多良木町槻木・つきぎ

　　８６８-０６００・熊本県球磨郡湯前町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８６８-０６０４・熊本県球磨郡湯前町浅ケ野・あさかの

　　８６８-０６１１・熊本県球磨郡湯前町植木・うえき

　　８６８-０６２５・熊本県球磨郡湯前町上猪・かみい

　　８６８-０６２１・熊本県球磨郡湯前町上里・かみざと

　　８６８-０６２２・熊本県球磨郡湯前町上染田・かみそめだ

　　８６８-０６１２・熊本県球磨郡湯前町上村・かみむら

　　８６８-０６０１・熊本県球磨郡湯前町下城・したじよう

　　８６８-０６０７・熊本県球磨郡湯前町下里・しもざと

　　８６８-０６０５・熊本県球磨郡湯前町下染田・しもそめだ

　　８６８-０６１６・熊本県球磨郡湯前町下村・しもむら

　　８６８-０６１５・熊本県球磨郡湯前町瀬戸口・せどくち

　　８６８-０６１３・熊本県球磨郡湯前町田上・たのえ

　　８６８-０６２４・熊本県球磨郡湯前町中猪・なかい

　　８６８-０６０６・熊本県球磨郡湯前町中里・なかざと

　　８６８-０６２３・熊本県球磨郡湯前町野中田・のなかだ

　　８６８-０６１４・熊本県球磨郡湯前町馬場・はﾞはﾞ

　　８６８-０６０２・熊本県球磨郡湯前町浜川・はまごう

　　８６８-０６０３・熊本県球磨郡湯前町古城・ふるじよう

　　８６８-０７００・熊本県球磨郡水上村・・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８６８-０７０１・熊本県球磨郡水上村岩野・いわの

　　８６８-０７０２・熊本県球磨郡水上村江代・えしろ

　　８６８-０７０３・熊本県球磨郡水上村湯山・ゆやま

　　８６８-００００・熊本県球磨郡相良村・・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８６８-００９３・熊本県球磨郡相良村川辺・かわべ

　　８６８-００９４・熊本県球磨郡相良村深水・ふかみ

　　８６８-００９５・熊本県球磨郡相良村柳瀬・やなせ

　　８６８-０１０１・熊本県球磨郡相良村四浦・ようら

　　８６８-０２００・熊本県球磨郡五木村・・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８６８-０２０１・熊本県球磨郡五木村甲・こう

　　８６８-０２０２・熊本県球磨郡五木村乙・おつ

　　８６８-０２０３・熊本県球磨郡五木村丙・へい

　　８６８-００００・熊本県球磨郡山江村・・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８６８-００９１・熊本県球磨郡山江村万江・まえ

　　８６８-００９２・熊本県球磨郡山江村山田・やまだ

　　８６９-６４００・熊本県球磨郡球磨村・・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８６９-６４０３・熊本県球磨郡球磨村一勝地・いつしようち

　　８６９-６４０５・熊本県球磨郡球磨村大瀬（沢見）・おおせ(さわみ)



　　８６９-６２０５・熊本県球磨郡球磨村大瀬（その他）・おおせ(そのた)

　　８６９-６４０４・熊本県球磨郡球磨村神瀬（大槻）・こうのせ(おおつき)

　　８６９-６４０４・熊本県球磨郡球磨村神瀬（蔵谷）・こうのせ(くらたに)

　　８６９-６４０４・熊本県球磨郡球磨村神瀬（坂口）・こうのせ(さかぐち)

　　８６９-６４０４・熊本県球磨郡球磨村神瀬（高沢）・こうのせ(たかざわ)

　　８６９-６４０４・熊本県球磨郡球磨村神瀬（横井）・こうのせ(よこい)

　　８６９-６２０４・熊本県球磨郡球磨村神瀬（その他）・こうのせ(そのた)

　　８６９-６４０２・熊本県球磨郡球磨村三ケ浦・さんがうら

　　８６９-６４０１・熊本県球磨郡球磨村渡・わたり

　　８６８-０４００・熊本県球磨郡あさぎり町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８６８-０４２１・熊本県球磨郡あさぎり町上東・ うえひがじ

　　８６８-０４２４・熊本県球磨郡あさぎり町上西・ うえにじ

　　８６８-０４２３・熊本県球磨郡あさぎり町上南・うえみなみ

　　８６８-０４２２・熊本県球磨郡あさぎり町上北・うえきた

　　８６８-０４３２・熊本県球磨郡あさぎり町岡原南・おかはるみなみ

　　８６８-０４３１・熊本県球磨郡あさぎり町岡原北・おかはるきた

　　８６８-０４５１・熊本県球磨郡あさぎり町須恵・すえ

　　８６８-０４４２・熊本県球磨郡あさぎり町深田東・ ふかだひがじ

　　８６８-０４４４・熊本県球磨郡あさぎり町深田西・ ふかだにじ

　　８６８-０４４３・熊本県球磨郡あさぎり町深田南・ふかだみなみ

　　８６８-０４４１・熊本県球磨郡あさぎり町深田北・ふかだきた

　　８６８-０４２５・熊本県球磨郡あさぎり町皆越・みなごえ

　　８６８-０４０８・熊本県球磨郡あさぎり町免田東・ めんだひがじ

　　８６８-０４１５・熊本県球磨郡あさぎり町免田西・ めんだにじ

　　８６３-２５００・熊本県天草郡苓北町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８６３-２５０５・熊本県天草郡苓北町内田・うちだ

　　８６３-２５０２・熊本県天草郡苓北町上津深江・こうつふかえ

　　８６３-２５０１・熊本県天草郡苓北町坂瀬川・さかせがわ

　　８６３-２５０３・熊本県天草郡苓北町志岐・しき

　　８６３-２５０６・熊本県天草郡苓北町白木尾・しらきお

　　８６３-２５０４・熊本県天草郡苓北町年柄・としから

　　８６３-２５０７・熊本県天草郡苓北町富岡・とみおか

　　８６３-２６１１・熊本県天草郡苓北町都呂々・とろろ




