
　　６０３-００００・京都府京都市北区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６０３-８１３６・京都府京都市北区出雲路神楽町・いずもじかぐらちよう

　　６０３-８１３４・京都府京都市北区出雲路立テ本町・いずもじたてもとちよう

　　６０３-８１３５・京都府京都市北区出雲路俵町・いずもじたわらちよう

　　６０３-８１３３・京都府京都市北区出雲路松ノ下町・いずもじまつのしたちよう

　　６０３-８４８１・京都府京都市北区大北山鏡石町・おおきたやまかがみいしちよう

　　６０３-８４８２・京都府京都市北区大北山天神岡町・おおきたやまてんじんおかちよう

　　６０３-８４８３・京都府京都市北区大北山蓮ケ谷町・おおきたやまはすがだにちよう

　　６０３-８４８８・京都府京都市北区大北山長谷町・おおきたやまはせちよう

　　６０３-８４８７・京都府京都市北区大北山原谷乾町・おおきたやまはらだにいぬいちよう

　　６０３-８４５７・京都府京都市北区大北山不動山町・おおきたやまふどうさんちよう

　　６０３-８４５８・京都府京都市北区大北山鷲峯町・おおきたやまわしみねちよう

　　６０３-８４７７・京都府京都市北区大宮一ノ井町・おおみやいちのいちよう

　　６０３-８４０１・京都府京都市北区大宮上ノ岸町・おおみやかみのきしちよう

　　６０３-８４０８・京都府京都市北区大宮北椿原町・おおみやきたつはﾞきはらちよう

　　６０３-８８３１・京都府京都市北区大宮北ノ岸町・おおみやきたのきしちよう

　　６０３-８４７５・京都府京都市北区大宮北箱ノ井町・おおみやきたはこのいちよう

　　６０３-８４０７・京都府京都市北区大宮北林町・おおみやきたはﾞやしちよう

　　６０３-８４７２・京都府京都市北区大宮北山ノ前町・おおみやきたやまのまえちよう

　　６０３-８４６１・京都府京都市北区大宮玄琢北東町・おおみやげんたくきたひがしちよう

　　６０３-８４６２・京都府京都市北区大宮玄琢北町・おおみやげんたくきたまち

　　６０３-８４６３・京都府京都市北区大宮玄琢南町・おおみやげんたくみなみまち

　　６０３-８４７８・京都府京都市北区大宮釈迦谷・おおみやしやかだに

　　６０３-８８３８・京都府京都市北区大宮田尻町・おおみやたじりちよう

　　６０３-８４４１・京都府京都市北区大宮土居町・おおみやどいちよう

　　６０３-８８３４・京都府京都市北区大宮中総門口町・おおみやなかそうもんぐちちよう

　　６０３-８８３７・京都府京都市北区大宮中ノ社町・おおみやなかのやしろちよう

　　６０３-８４０４・京都府京都市北区大宮中林町・おおみやなかはﾞやしちよう

　　６０３-８４０５・京都府京都市北区大宮西小野堀町・おおみやにしおのほﾞりちよう

　　６０３-８８３５・京都府京都市北区大宮西総門口町・おおみやにしそうもんぐちちよう

　　６０３-８４４４・京都府京都市北区大宮西野山町・おおみやにしのやまちよう

　　６０３-８４７１・京都府京都市北区大宮西山ノ前町・おおみやにしやまのまえちよう

　　６０３-８４３２・京都府京都市北区大宮西脇台町・おおみやにしわきだいちよう

　　６０３-８４０６・京都府京都市北区大宮東小野堀町・おおみやひがしおのほﾞりちよう

　　６０３-８８３３・京都府京都市北区大宮東総門口町・おおみやひがしそうもんぐちちよう

　　６０３-８４３１・京都府京都市北区大宮東脇台町・おおみやひがしわきだいちよう

　　６０３-８４３７・京都府京都市北区大宮開町・おおみやひらきちよう

　　６０３-８８３２・京都府京都市北区大宮南田尻町・おおみやみなみたじりちよう

　　６０３-８４０２・京都府京都市北区大宮南椿原町・おおみやみなみつはﾞきはらちよう

　　６０３-８４７６・京都府京都市北区大宮南箱ノ井町・おおみやみなみはこのいちよう

　　６０３-８４０３・京都府京都市北区大宮南林町・おおみやみなみはﾞやしちよう

　　６０３-８４７３・京都府京都市北区大宮南山ノ前町・おおみやみなみやまのまえちよう

　　６０３-８４７９・京都府京都市北区大宮薬師山西町・おおみややくしやまにしちよう

　　６０３-８４７４・京都府京都市北区大宮薬師山東町・おおみややくしやまひがしちよう

　　６０１-０１４２・京都府京都市北区大森芦堂町・おおもりあしどうちよう

　　６０１-０１４１・京都府京都市北区大森稲荷・おおもりいなり

　　６０１-０１４３・京都府京都市北区大森中町・おおもりなかちよう

　　６０１-０１４４・京都府京都市北区大森西町・おおもりにしちよう

　　６０１-０１４５・京都府京都市北区大森東町・おおもりひがしちよう

　　６０１-０１３４・京都府京都市北区小野岩戸・おのいわと

　　６０１-０１３３・京都府京都市北区小野上ノ町・おのかみのちよう

　　６０１-０１３１・京都府京都市北区小野下ノ町・おのしものちよう

　　６０１-０１３２・京都府京都市北区小野中ノ町・おのなかのちよう

　　６０１-０１３５・京都府京都市北区小野宮ノ上町・おのみやのかみちよう

　　６０３-８０１２・京都府京都市北区上賀茂葵田町・かみがもあおいでんちよう

　　６０３-８０３４・京都府京都市北区上賀茂葵之森町・かみがもあおいのもりちよう

　　６０３-８０１８・京都府京都市北区上賀茂赤尾町・かみがもあかおちよう

　　６０３-８０３５・京都府京都市北区上賀茂朝露ケ原町・かみがもあさつゆがはらちよう

　　６０３-８０４４・京都府京都市北区上賀茂畔勝町・かみがもあぜかちちよう

　　６０３-８０６１・京都府京都市北区上賀茂荒草町・かみがもあらくさちよう

　　６０３-８０６６・京都府京都市北区上賀茂池殿町・かみがもいけどのちよう

　　６０３-８０４３・京都府京都市北区上賀茂池端町・かみがもいけはﾞたちよう

　　６０３-８０５６・京都府京都市北区上賀茂石計町・かみがもいしかずちよう

　　６０３-８０１７・京都府京都市北区上賀茂壱町口町・かみがもいつちようぐちちよう

　　６０３-８０６３・京都府京都市北区上賀茂今井河原町・かみがもいまいがわらちよう

　　６０３-８０５３・京都府京都市北区上賀茂岩ケ垣内町・かみがもいわがかきうちちよう

　　６０３-８０３３・京都府京都市北区上賀茂馬ノ目町・かみがもうまのめちよう

　　６０３-８０８７・京都府京都市北区上賀茂梅ケ辻町・かみがもうめがつじちよう

　　６０３-８０７３・京都府京都市北区上賀茂烏帽子ケ垣内町・かみがもえほﾞしがかきうちちよう

　　６０３-８０３７・京都府京都市北区上賀茂大柳町・かみがもおおやなぎちよう
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　　６０３-８０８２・京都府京都市北区上賀茂岡本口町・かみがもおかもとぐちちよう

　　６０３-８０８１・京都府京都市北区上賀茂岡本町・かみがもおかもとちよう

　　６０３-８０３８・京都府京都市北区上賀茂音保瀬町・かみがもおとほﾞせちよう

　　６０３-８０１３・京都府京都市北区上賀茂上神原町・かみがもかみじんはﾞらちよう

　　６０３-８０７１・京都府京都市北区上賀茂北大路町・かみがもきたおおじちよう

　　６０３-８００６・京都府京都市北区上賀茂北ノ原町・かみがもきたのはらちよう

　　６０３-８００７・京都府京都市北区上賀茂毛穴井町・かみがもけあないちよう

　　６０３-８０４１・京都府京都市北区上賀茂ケシ山・かみがもけしやま

　　６０３-８００２・京都府京都市北区上賀茂神山・かみがもこうやま

　　６０３-８０５１・京都府京都市北区上賀茂榊田町・かみがもさかきだちよう

　　６０３-８０１６・京都府京都市北区上賀茂坂口町・かみがもさかぐちちよう

　　６０３-８０５４・京都府京都市北区上賀茂桜井町・かみがもさくらいちよう

　　６０３-８０１４・京都府京都市北区上賀茂下神原町・かみがもしもじんはﾞらちよう

　　６０３-８００１・京都府京都市北区上賀茂十三石山・かみがもじゆうさんごくやま

　　６０３-８０６４・京都府京都市北区上賀茂菖蒲園町・かみがもしようぶえんちよう

　　６０３-８０８５・京都府京都市北区上賀茂蝉ケ垣内町・かみがもせみがかきうちちよう

　　６０３-８０５５・京都府京都市北区上賀茂高縄手町・かみがもたかなわてちよう

　　６０３-８０７２・京都府京都市北区上賀茂竹ケ鼻町・かみがもたけがはなちよう

　　６０３-８０８４・京都府京都市北区上賀茂土門町・かみがもつちかどちよう

　　６０３-８０２７・京都府京都市北区上賀茂津ノ国町・かみがもつのくにちよう

　　６０３-８０４５・京都府京都市北区上賀茂豊田町・かみがもとよたちよう

　　６０３-８０７５・京都府京都市北区上賀茂中大路町・かみがもなかおおじちよう

　　６０３-８００８・京都府京都市北区上賀茂中嶋河原町・かみがもなかじまがわらちよう

　　６０３-８０３２・京都府京都市北区上賀茂中ノ河原町・かみがもなかのかわらちよう

　　６０３-８０２４・京都府京都市北区上賀茂中ノ坂町・かみがもなかのさかちよう

　　６０３-８０２６・京都府京都市北区上賀茂中山町・かみがもなかやまちよう

　　６０３-８０１１・京都府京都市北区上賀茂二軒家町・かみがもにけんやちよう

　　６０３-８０２８・京都府京都市北区上賀茂西上之段町・かみがもにしうえのだんちよう

　　６０３-８０３６・京都府京都市北区上賀茂西河原町・かみがもにしがわらちよう

　　６０３-８０２１・京都府京都市北区上賀茂西後藤町・かみがもにしごとうちよう

　　６０３-８０４２・京都府京都市北区上賀茂狭間町・かみがもはざまちよう

　　６０３-８００３・京都府京都市北区上賀茂柊谷町・かみがもひいらぎだにちよう

　　６０３-８０２３・京都府京都市北区上賀茂東上之段町・かみがもひがしうえのだんちよう

　　６０３-８０２２・京都府京都市北区上賀茂東後藤町・かみがもひがしごとうちよう

　　６０３-８０１５・京都府京都市北区上賀茂備後田町・かみがもびんごでんちよう

　　６０３-８０７７・京都府京都市北区上賀茂藤ノ木町・かみがもふじのきちよう

　　６０３-８０２５・京都府京都市北区上賀茂舟着町・かみがもふなつきちよう

　　６０３-８００５・京都府京都市北区上賀茂前田町・かみがもまえだちよう

　　６０３-８０５２・京都府京都市北区上賀茂松本町・かみがもまつもとちよう

　　６０３-８０６５・京都府京都市北区上賀茂御薗口町・かみがもみそのぐちちよう

　　６０３-８０４６・京都府京都市北区上賀茂深泥池町・かみがもみどろいけちよう

　　６０３-８０７４・京都府京都市北区上賀茂南大路町・かみがもみなみおおじちよう

　　６０３-８０８６・京都府京都市北区上賀茂向梅町・かみがもむかいうめちよう

　　６０３-８０８３・京都府京都市北区上賀茂向縄手町・かみがもむかいなわてちよう

　　６０３-８０３１・京都府京都市北区上賀茂女夫岩町・かみがもめおといわちよう

　　６０３-８０４７・京都府京都市北区上賀茂本山・かみがももとやま

　　６０３-８０６２・京都府京都市北区上賀茂薮田町・かみがもやぶたちよう

　　６０３-８０７６・京都府京都市北区上賀茂山本町・かみがもやまもとちよう

　　６０３-８００４・京都府京都市北区上賀茂六段田町・かみがもろくだんだちよう

　　６０３-８１４７・京都府京都市北区上御霊上江町・かみごりようかみえちよう

　　６０３-８１５５・京都府京都市北区上清蔵口町・かみせいぞうぐちちよう

　　６０３-８３２５・京都府京都市北区北野上白梅町・きたのかみはくはﾞいちよう

　　６０３-８３２４・京都府京都市北区北野紅梅町・きたのこうはﾞいちよう

　　６０３-８３２６・京都府京都市北区北野下白梅町・きたのしもはくはﾞいちよう

　　６０３-８３２７・京都府京都市北区北野西白梅町・きたのにしはくはﾞいちよう

　　６０３-８３２３・京都府京都市北区北野東紅梅町・きたのひがしこうはﾞいちよう

　　６０３-８４８６・京都府京都市北区衣笠赤阪町・きぬがさあかさかちよう

　　６０３-８３１５・京都府京都市北区衣笠荒見町・きぬがさあらみちよう

　　６０３-８３５１・京都府京都市北区衣笠大祓町・きぬがさおおはらいちよう

　　６０３-８３７２・京都府京都市北区衣笠街道町・きぬがさがいどうちよう

　　６０３-８４５１・京都府京都市北区衣笠鏡石町・きぬがさかがみいしちよう

　　６０３-８３１６・京都府京都市北区衣笠北荒見町・きぬがさきたあらみちよう

　　６０３-８３７３・京都府京都市北区衣笠北高橋町・きぬがさきたたかはしちよう

　　６０３-８３７６・京都府京都市北区衣笠北天神森町・きぬがさきたてんじんもりちよう

　　６０３-８４８５・京都府京都市北区衣笠衣笠山町・きぬがさきぬがさやまちよう

　　６０３-８３７８・京都府京都市北区衣笠御所ノ内町・きぬがさごしよのうちちよう

　　６０３-８３６３・京都府京都市北区衣笠総門町・きぬがさそうもんちよう

　　６０３-８３７４・京都府京都市北区衣笠高橋町・きぬがさたかはしちよう

　　６０３-８３７５・京都府京都市北区衣笠天神森町・きぬがさてんじんもりちよう

　　６０３-８３７７・京都府京都市北区衣笠西御所ノ内町・きぬがさにしごしよのうちちよう



　　６０３-８４５６・京都府京都市北区衣笠西尊上院町・きぬがさにしそんじよういんちよう

　　６０３-８３６６・京都府京都市北区衣笠西馬場町・きぬがさにしはﾞはﾞちよう

　　６０３-８４５４・京都府京都市北区衣笠西開キ町・きぬがさにしひらきちよう

　　６０３-８３６２・京都府京都市北区衣笠馬場町・きぬがさはﾞはﾞちよう

　　６０３-８３７１・京都府京都市北区衣笠東御所ノ内町・きぬがさひがしごしよのうちちよう

　　６０３-８４５５・京都府京都市北区衣笠東尊上院町・きぬがさひがしそんじよういんちよう

　　６０３-８４５３・京都府京都市北区衣笠東開キ町・きぬがさひがしひらきちよう

　　６０３-８４８４・京都府京都市北区衣笠氷室町・きぬがさひむろちよう

　　６０３-８４５２・京都府京都市北区衣笠開キ町・きぬがさひらきちよう

　　６０３-８３６１・京都府京都市北区金閣寺町・きんかくじちよう

　　６０３-８８６１・京都府京都市北区雲ケ畑出谷町・くもがはたでたにちよう

　　６０３-８８６２・京都府京都市北区雲ケ畑中津川町・くもがはたなかつがわちよう

　　６０３-８８６３・京都府京都市北区雲ケ畑中畑町・くもがはたなかはたちよう

　　６０３-８１３７・京都府京都市北区鞍馬口町・くらまぐちちよう

　　６０３-８３４１・京都府京都市北区小松原北町・こまつはﾞらきたまち

　　６０３-８３４２・京都府京都市北区小松原南町・こまつはﾞらみなみまち

　　６０３-８１２５・京都府京都市北区小山板倉町・こやまいたくらちよう

　　６０３-８１２６・京都府京都市北区小山上板倉町・こやまかみいたくらちよう

　　６０３-８１３１・京都府京都市北区小山上内河原町・こやまかみうちかわらちよう

　　６０３-８１７１・京都府京都市北区小山上初音町・こやまかみはつねちよう

　　６０３-８１２１・京都府京都市北区小山上花ノ木町・こやまかみはなのきちよう

　　６０３-８１４３・京都府京都市北区小山上総町・こやまかみふさちよう

　　６０３-８１６１・京都府京都市北区小山北大野町・こやまきたおおのちよう

　　６０３-８１４２・京都府京都市北区小山北上総町・こやまきたかみふさちよう

　　６０３-８１０３・京都府京都市北区小山北玄以町・こやまきたげんいちよう

　　６０３-８１２４・京都府京都市北区小山下板倉町・こやましもいたくらちよう

　　６０３-８１３２・京都府京都市北区小山下内河原町・こやましもうちかわらちよう

　　６０３-８１７３・京都府京都市北区小山下初音町・こやましもはつねちよう

　　６０３-８１２３・京都府京都市北区小山下花ノ木町・こやましもはなのきちよう

　　６０３-８１５１・京都府京都市北区小山下総町・こやましもふさちよう

　　６０３-８１５６・京都府京都市北区小山中溝町・こやまなかみぞちよう

　　６０３-８１６７・京都府京都市北区小山西大野町・こやまにしおおのちよう

　　６０３-８１４１・京都府京都市北区小山西上総町・こやまにしかみふさちよう

　　６０３-８１０５・京都府京都市北区小山西玄以町・こやまにしげんいちよう

　　６０３-８１４８・京都府京都市北区小山西花池町・こやまにしはないけちよう

　　６０３-８１１３・京都府京都市北区小山西元町・こやまにしもとまち

　　６０３-８１７２・京都府京都市北区小山初音町・こやまはつねちよう

　　６０３-８１２２・京都府京都市北区小山花ノ木町・こやまはなのきちよう

　　６０３-８１６２・京都府京都市北区小山東大野町・こやまひがしおおのちよう

　　６０３-８１０４・京都府京都市北区小山東玄以町・こやまひがしげんいちよう

　　６０３-８１４４・京都府京都市北区小山東花池町・こやまひがしはないけちよう

　　６０３-８１１１・京都府京都市北区小山東元町・こやまひがしもとまち

　　６０３-８１４５・京都府京都市北区小山堀池町・こやまほりいけちよう

　　６０３-８１６３・京都府京都市北区小山南大野町・こやまみなみおおのちよう

　　６０３-８１４９・京都府京都市北区小山南上総町・こやまみなみかみふさちよう

　　６０３-８１１２・京都府京都市北区小山元町・こやまもとまち

　　６０３-８１５２・京都府京都市北区小山町・こやまちよう

　　６０３-８２０７・京都府京都市北区紫竹牛若町・しちくうしわかちよう

　　６０３-８１７９・京都府京都市北区紫竹上梅ノ木町・しちくかみうめのきちよう

　　６０３-８１１７・京都府京都市北区紫竹上高才町・しちくかみこうさいちよう

　　６０３-８４２３・京都府京都市北区紫竹上芝本町・しちくかみしはﾞもとちよう

　　６０３-８４２１・京都府京都市北区紫竹上園生町・しちくかみそのうちよう

　　６０３-８４１１・京都府京都市北区紫竹上竹殿町・しちくかみたけどのちよう

　　６０３-８１０２・京都府京都市北区紫竹上長目町・しちくかみながめちよう

　　６０３-８１０８・京都府京都市北区紫竹上ノ岸町・しちくかみのきしちよう

　　６０３-８１０１・京都府京都市北区紫竹上堀川町・しちくかみほりかわちよう

　　６０３-８１１６・京都府京都市北区紫竹上本町・しちくかみほんまち

　　６０３-８４２７・京都府京都市北区紫竹上緑町・しちくかみみどりちよう

　　６０３-８４３３・京都府京都市北区紫竹北栗栖町・しちくきたくりすちよう

　　６０３-８４１６・京都府京都市北区紫竹北大門町・しちくきただいもんちよう

　　６０３-８４３５・京都府京都市北区紫竹栗栖町・しちくくりすちよう

　　６０３-８１７８・京都府京都市北区紫竹下梅ノ木町・しちくしもうめのきちよう

　　６０３-８１１４・京都府京都市北区紫竹下高才町・しちくしもこうさいちよう

　　６０３-８４２４・京都府京都市北区紫竹下芝本町・しちくしもしはﾞもとちよう

　　６０３-８４２２・京都府京都市北区紫竹下園生町・しちくしもそのうちよう

　　６０３-８４１２・京都府京都市北区紫竹下竹殿町・しちくしもたけどのちよう

　　６０３-８１０６・京都府京都市北区紫竹下長目町・しちくしもながめちよう

　　６０３-８１０７・京都府京都市北区紫竹下ノ岸町・しちくしものきしちよう

　　６０３-８１１５・京都府京都市北区紫竹下本町・しちくしもほんまち

　　６０３-８４２５・京都府京都市北区紫竹下緑町・しちくしもみどりちよう



　　６０３-８２０６・京都府京都市北区紫竹西南町・しちくせいなんちよう

　　６０３-８４２６・京都府京都市北区紫竹西北町・しちくせいほくちよう

　　６０３-８４１４・京都府京都市北区紫竹大門町・しちくだいもんちよう

　　６０３-８２０４・京都府京都市北区紫竹高縄町・しちくたかなわちよう

　　６０３-８４１７・京都府京都市北区紫竹竹殿町・しちくたけどのちよう

　　６０３-８４３６・京都府京都市北区紫竹西栗栖町・しちくにしくりすちよう

　　６０３-８４１５・京都府京都市北区紫竹西大門町・しちくにしだいもんちよう

　　６０３-８２０５・京都府京都市北区紫竹西高縄町・しちくにしたかなわちよう

　　６０３-８４４３・京都府京都市北区紫竹西野山町・しちくにしのやまちよう

　　６０３-８４４２・京都府京都市北区紫竹西野山東町・しちくにしのやまひがしまち

　　６０３-８２０８・京都府京都市北区紫竹西桃ノ本町・しちくにしもものもとちよう

　　６０３-８４３４・京都府京都市北区紫竹東栗栖町・しちくひがしくりすちよう

　　６０３-８４１３・京都府京都市北区紫竹東大門町・しちくひがしだいもんちよう

　　６０３-８２０３・京都府京都市北区紫竹東高縄町・しちくひがしたかなわちよう

　　６０３-８２０２・京都府京都市北区紫竹東桃ノ本町・しちくひがしもものもとちよう

　　６０３-８２０１・京都府京都市北区紫竹桃ノ本町・しちくもものもとちよう

　　６０３-８１３９・京都府京都市北区上善寺門前町・じようぜんじもんぜんちよう

　　６０３-８１４６・京都府京都市北区新御霊口町・しんごりようぐちちよう

　　６０１-０１１１・京都府京都市北区杉阪北尾・すぎさかきたお

　　６０１-０１１３・京都府京都市北区杉阪道風町・すぎさかとうふうちよう

　　６０１-０１１２・京都府京都市北区杉阪都町・すぎさかみやこちよう

　　６０３-８３３６・京都府京都市北区大将軍一条町・たいしようぐんいちじようちよう

　　６０３-８３３２・京都府京都市北区大将軍川端町・たいしようぐんかわはﾞたちよう

　　６０３-８３３５・京都府京都市北区大将軍坂田町・たいしようぐんさかたちよう

　　６０３-８３３４・京都府京都市北区大将軍西鷹司町・たいしようぐんにしたかつかさちよう

　　６０３-８３３１・京都府京都市北区大将軍西町・たいしようぐんにしまち

　　６０３-８３３３・京都府京都市北区大将軍東鷹司町・たいしようぐんひがしたかつかさちよう

　　６０３-８３３７・京都府京都市北区大将軍南一条町・たいしようぐんみなみいちじようちよう

　　６０３-８４９３・京都府京都市北区鷹峯大谷町・たかがみねおおたにちよう

　　６０３-８４４６・京都府京都市北区鷹峯上ノ町・たかがみねかみのちよう

　　６０３-８４６８・京都府京都市北区鷹峯北鷹峯町・たかがみねきたたかがみねちよう

　　６０３-８４４７・京都府京都市北区鷹峯木ノ畑町・たかがみねきのはたちよう

　　６０３-８４４８・京都府京都市北区鷹峯旧土居町・たかがみねきゆうどいちよう

　　６０３-８４６４・京都府京都市北区鷹峯黒門町・たかがみねくろもんちよう

　　６０３-８４６６・京都府京都市北区鷹峯光悦町・たかがみねこうえつちよう

　　６０３-８４６９・京都府京都市北区鷹峯千束町・たかがみねせんぞくちよう

　　６０３-８４６５・京都府京都市北区鷹峯土天井町・たかがみねつちてんじようちよう

　　６０３-８４９２・京都府京都市北区鷹峯堂ノ庭町・たかがみねどうのにわちよう

　　６０３-８４４５・京都府京都市北区鷹峯藤林町・たかがみねふじはﾞやしちよう

　　６０３-８４９１・京都府京都市北区鷹峯仏谷・たかがみねほとけだに

　　６０３-８４９４・京都府京都市北区鷹峯堀越町・たかがみねほりこしちよう

　　６０３-８４６７・京都府京都市北区鷹峯南鷹峯町・たかがみねみなみたかがみねちよう

　　６０３-８１５４・京都府京都市北区長乗西町・ちようじようにしまち

　　６０３-８１５３・京都府京都市北区長乗東町・ちようじようひがしまち

　　６０３-８１３８・京都府京都市北区天寧寺門前町・てんねいじもんぜんちよう

　　６０３-８３４６・京都府京都市北区等持院北町・とうじいんきたまち

　　６０３-８３４７・京都府京都市北区等持院中町・とうじいんなかまち

　　６０３-８３５４・京都府京都市北区等持院西町・とうじいんにしまち

　　６０３-８３４３・京都府京都市北区等持院東町・とうじいんひがしまち

　　６０３-８３４４・京都府京都市北区等持院南町・とうじいんみなみまち

　　６０１-０１２５・京都府京都市北区中川川登・なかがわかわのほﾞり

　　６０１-０１２２・京都府京都市北区中川北山町・なかがわきたやまちよう

　　６０１-０１２４・京都府京都市北区中川中山・なかがわなかやま

　　６０１-０１２３・京都府京都市北区中川西山・なかがわにしやま

　　６０１-０１２１・京都府京都市北区中川東山・なかがわひがしやま

　　６０３-８８０４・京都府京都市北区西賀茂井ノ口町・にしがもいのくちちよう

　　６０３-８８４２・京都府京都市北区西賀茂今原町・にしがもいまはらちよう

　　６０３-８８２８・京都府京都市北区西賀茂大栗町・にしがもおおくりちよう

　　６０３-８８１３・京都府京都市北区西賀茂大道口町・にしがもおおどぐちちよう

　　６０３-８８４４・京都府京都市北区西賀茂大深町・にしがもおおぶけちよう

　　６０３-８８０７・京都府京都市北区西賀茂蛙ケ谷・にしがもかえるがたに

　　６０３-８８２１・京都府京都市北区西賀茂柿ノ木町・にしがもかきのきちよう

　　６０３-８８５２・京都府京都市北区西賀茂笠松・にしがもかさまつ

　　６０３-８８０５・京都府京都市北区西賀茂蟹ケ坂町・にしがもかにがさかちよう

　　６０３-８８２２・京都府京都市北区西賀茂鹿ノ下町・にしがもかのしたちよう

　　６０３-８８０２・京都府京都市北区西賀茂上庄田町・にしがもかみしようだちよう

　　６０３-８８１７・京都府京都市北区西賀茂川上町・にしがもかわかみちよう

　　６０３-８８４１・京都府京都市北区西賀茂北今原町・にしがもきたいまはらちよう

　　６０３-８８１６・京都府京都市北区西賀茂北川上町・にしがもきたかわかみちよう

　　６０３-８８４７・京都府京都市北区西賀茂北鎮守菴町・にしがもきたちんじゆあんちよう



　　６０３-８８１１・京都府京都市北区西賀茂北山ノ森町・にしがもきたやまのもりちよう

　　６０３-８８０１・京都府京都市北区西賀茂下庄田町・にしがもしもしようだちよう

　　６０３-８８５３・京都府京都市北区西賀茂城山・にしがもしろやま

　　６０３-８８３６・京都府京都市北区西賀茂神光院町・にしがもじんこういんちよう

　　６０３-８８４５・京都府京都市北区西賀茂角社町・にしがもすみやしろちよう

　　６０３-８８４６・京都府京都市北区西賀茂鎮守菴町・にしがもちんじゆあんちよう

　　６０３-８８１５・京都府京都市北区西賀茂中川上町・にしがもなかかわかみちよう

　　６０３-８８５４・京都府京都市北区西賀茂西氷室町・にしがもにしひむろちよう

　　６０３-８８２３・京都府京都市北区西賀茂榿ノ木町・にしがもはりのきちよう

　　６０３-８８０３・京都府京都市北区西賀茂樋ノ口町・にしがもひのくちちよう

　　６０３-８８５５・京都府京都市北区西賀茂氷室町・にしがもひむろちよう

　　６０３-８８４８・京都府京都市北区西賀茂船山・にしがもふねやま

　　６０３-８８２６・京都府京都市北区西賀茂坊ノ後町・にしがもほﾞうのうしろちよう

　　６０３-８８５６・京都府京都市北区西賀茂蓬来谷・にしがもほうらいだに

　　６０３-８８２５・京都府京都市北区西賀茂丸川町・にしがもまるかわちよう

　　６０３-８８０６・京都府京都市北区西賀茂円峰・にしがもまるみね

　　６０３-８８２７・京都府京都市北区西賀茂水垣町・にしがもみずがきちよう

　　６０３-８８４３・京都府京都市北区西賀茂南今原町・にしがもみなみいまはらちよう

　　６０３-８８２４・京都府京都市北区西賀茂南大栗町・にしがもみなみおおくりちよう

　　６０３-８８１４・京都府京都市北区西賀茂南川上町・にしがもみなみかわかみちよう

　　６０３-８８１２・京都府京都市北区西賀茂山ノ森町・にしがもやまのもりちよう

　　６０３-８８５１・京都府京都市北区西賀茂鑓磨岩・にしがもやりとぎいわ

　　６０３-８３５３・京都府京都市北区平野上八丁柳町・ひらのかみはつちようやなぎちよう

　　６０３-８３５５・京都府京都市北区平野上柳町・ひらのかみやなぎちよう

　　６０３-８３６４・京都府京都市北区平野桜木町・ひらのさくらぎちよう

　　６０３-８３２１・京都府京都市北区平野鳥居前町・ひらのとりいまえちよう

　　６０３-８３４５・京都府京都市北区平野八丁柳町・ひらのはつちようやなぎちよう

　　６０３-８３５６・京都府京都市北区平野東柳町・ひらのひがしやなぎちよう

　　６０３-８３５２・京都府京都市北区平野宮北町・ひらのみやきたちよう

　　６０３-８３６５・京都府京都市北区平野宮敷町・ひらのみやじきちよう

　　６０３-８３５７・京都府京都市北区平野宮西町・ひらのみやにしちよう

　　６０３-８３２２・京都府京都市北区平野宮本町・ひらのみやもとちよう

　　６０１-０１０２・京都府京都市北区真弓善福・まゆみぜんふﾟく

　　６０１-０１０１・京都府京都市北区真弓八幡町・まゆみはちまんちよう

　　６０３-８２４３・京都府京都市北区紫野今宮町・むらさきのいまみやちよう

　　６０３-８２４２・京都府京都市北区紫野上野町・むらさきのうえのちよう

　　６０３-８２１４・京都府京都市北区紫野雲林院町・むらさきのうんりんいんちよう

　　６０３-８３１１・京都府京都市北区紫野上柏野町・むらさきのかみかしわのちよう

　　６０３-８１６６・京都府京都市北区紫野上御所田町・むらさきのかみごしよでんちよう

　　６０３-８２１１・京都府京都市北区紫野上石龍町・むらさきのかみせきりゆうちよう

　　６０３-８２２１・京都府京都市北区紫野上築山町・むらさきのかみつきやまちよう

　　６０３-８１７６・京都府京都市北区紫野上鳥田町・むらさきのかみとりだちよう

　　６０３-８２３６・京都府京都市北区紫野上御輿町・むらさきのかみみこしちよう

　　６０３-８２１７・京都府京都市北区紫野上門前町・むらさきのかみもんぜんちよう

　　６０３-８１７７・京都府京都市北区紫野上柳町・むらさきのかみやなぎちよう

　　６０３-８２３７・京都府京都市北区紫野上若草町・むらさきのかみわかくさちよう

　　６０３-８３０１・京都府京都市北区紫野北花ノ坊町・むらさきのきたはなのほﾞうちよう

　　６０３-８２２７・京都府京都市北区紫野北舟岡町・むらさきのきたふなおかちよう

　　６０３-８３０４・京都府京都市北区紫野郷ノ上町・むらさきのごうのうえちよう

　　６０３-８３１３・京都府京都市北区紫野下柏野町・むらさきのしもかしわのちよう

　　６０３-８２１３・京都府京都市北区紫野下石龍町・むらさきのしもせきりゆうちよう

　　６０３-８２２２・京都府京都市北区紫野下築山町・むらさきのしもつきやまちよう

　　６０３-８１７５・京都府京都市北区紫野下鳥田町・むらさきのしもとりだちよう

　　６０３-８２３５・京都府京都市北区紫野下御輿町・むらさきのしもみこしちよう

　　６０３-８２１５・京都府京都市北区紫野下門前町・むらさきのしももんぜんちよう

　　６０３-８１７４・京都府京都市北区紫野下柳町・むらさきのしもやなぎちよう

　　６０３-８２３４・京都府京都市北区紫野下若草町・むらさきのしもわかくさちよう

　　６０３-８３０３・京都府京都市北区紫野十二坊町・むらさきのじゆうにほﾞうちよう

　　６０３-８２１２・京都府京都市北区紫野石龍町・むらさきのせきりゆうちよう

　　６０３-８２４７・京都府京都市北区紫野泉堂町・むらさきのせんどうちよう

　　６０３-８２３１・京都府京都市北区紫野大徳寺町・むらさきのだいとくじちよう

　　６０３-８３１２・京都府京都市北区紫野中柏野町・むらさきのなかかしわのちよう

　　６０３-８１６５・京都府京都市北区紫野西御所田町・むらさきのにしごしよでんちよう

　　６０３-８２４６・京都府京都市北区紫野西泉堂町・むらさきのにしせんどうちよう

　　６０３-８３１４・京都府京都市北区紫野西土居町・むらさきのにしどいちよう

　　６０３-８２３３・京都府京都市北区紫野西野町・むらさきのにしのちよう

　　６０３-８２２４・京都府京都市北区紫野西藤ノ森町・むらさきのにしふじのもりちよう

　　６０３-８２２６・京都府京都市北区紫野西舟岡町・むらさきのにしふなおかちよう

　　６０３-８２４５・京都府京都市北区紫野西蓮台野町・むらさきのにしれんだいのちよう

　　６０３-８３０２・京都府京都市北区紫野花ノ坊町・むらさきのはなのほﾞうちよう



　　６０３-８１６４・京都府京都市北区紫野東御所田町・むらさきのひがしごしよでんちよう

　　６０３-８２４１・京都府京都市北区紫野東泉堂町・むらさきのひがしせんどうちよう

　　６０３-８２３２・京都府京都市北区紫野東野町・むらさきのひがしのちよう

　　６０３-８２２３・京都府京都市北区紫野東藤ノ森町・むらさきのひがしふじのもりちよう

　　６０３-８２２８・京都府京都市北区紫野東舟岡町・むらさきのひがしふなおかちよう

　　６０３-８２４４・京都府京都市北区紫野東蓮台野町・むらさきのひがしれんだいのちよう

　　６０３-８３０５・京都府京都市北区紫野南花ノ坊町・むらさきのみなみはなのほﾞうちよう

　　６０３-８２２５・京都府京都市北区紫野南舟岡町・むらさきのみなみふなおかちよう

　　６０３-８１５８・京都府京都市北区紫野宮西町・むらさきのみやにしちよう

　　６０３-８１５７・京都府京都市北区紫野宮東町・むらさきのみやひがしちよう

　　６０３-８２１６・京都府京都市北区紫野門前町・むらさきのもんぜんちよう

　　６０２-００００・京都府京都市上京区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６０２-０８２７・京都府京都市上京区相生町・あいおいちよう

　　６０２-８２７８・京都府京都市上京区愛染寺町・あいぜんじちよう

　　６０２-００５４・京都府京都市上京区飛鳥井町・あすかいちよう

　　６０２-０９２３・京都府京都市上京区油橋詰町・あぶらはしつﾞめちよう

　　６０２-８１６５・京都府京都市上京区尼ケ崎横町・あまがさきよこちよう

　　６０２-８４２４・京都府京都市上京区阿弥陀寺町・あみだじちよう

　　６０２-０８０３・京都府京都市上京区阿弥陀寺前町・あみだじまえちよう

　　６０２-８０７４・京都府京都市上京区有春町・ありはるちよう

　　６０２-８４７２・京都府京都市上京区有馬町・ありまちよう

　　６０２-００６４・京都府京都市上京区安楽小路町・あんらくこうじちよう

　　６０２-８１２１・京都府京都市上京区家永町・いえながちよう

　　６０２-８４０７・京都府京都市上京区伊佐町・いさちよう

　　６０２-８２２６・京都府京都市上京区石薬師町・いしやくしちよう

　　６０２-８２９７・京都府京都市上京区伊勢殿構町・いせどのかまえちよう

　　６０２-０８７３・京都府京都市上京区伊勢屋町・いせやちよう

　　６０２-８３０２・京都府京都市上京区井田町・いだちよう

　　６０２-８３３５・京都府京都市上京区一観音町・いちかんのんちよう

　　６０２-０９３４・京都府京都市上京区一条殿町・いちじようでんちよう

　　６０２-０９４４・京都府京都市上京区一条横町・いちじようよこちよう

　　６０２-８３４５・京都府京都市上京区一番町・いちはﾞんちよう

　　６０２-０９０５・京都府京都市上京区一松町・いちまつちよう

　　６０２-８４７１・京都府京都市上京区一色町・いつしきちよう

　　６０２-０８２４・京都府京都市上京区一真町・いつしんちよう

　　６０２-８０６４・京都府京都市上京区一町目（上長者町通堀川東入）・いつちようめ

　　６０２-８０６４・京都府京都市上京区一町目（東堀川通上長者町上る）・いつちようめ

　　６０２-８０６４・京都府京都市上京区一町目（上長者町通堀川東入）・いつちようめ

　　６０２-８１３４・京都府京都市上京区一町目（大宮通椹木町下る）・いつちようめ

　　６０２-８１３４・京都府京都市上京区一町目（大宮通丸太町上る）・いつちようめ

　　６０２-８１３４・京都府京都市上京区一町目（椹木町通大宮西入）・いつちようめ

　　６０２-８１３４・京都府京都市上京区一町目（丸太町通大宮東入）・いつちようめ

　　６０２-８１０３・京都府京都市上京区一町目（松屋町通出水下る）・いつちようめ

　　６０２-８１０３・京都府京都市上京区一町目（松屋町通下立売上る）・いつちようめ

　　６０２-８４４６・京都府京都市上京区五辻町・いつつじちよう

　　６０２-８２３８・京都府京都市上京区糸屋町・いとやちよう

　　６０２-８３５２・京都府京都市上京区稲葉町・いなはﾞちよう

　　６０２-８４９７・京都府京都市上京区戌亥町・いぬいちよう

　　６０２-８２４５・京都府京都市上京区猪熊・いのくま

　　６０２-００６６・京都府京都市上京区射場町・いはﾞちよう

　　６０２-８０２５・京都府京都市上京区今薬屋町・いまくすりやちよう

　　６０２-８２９２・京都府京都市上京区今新在家町・いましんざいけちよう

　　６０２-０９０６・京都府京都市上京区今図子町・いまずしちよう

　　６０２-００３３・京都府京都市上京区今出川町（烏丸通今出川上る）・いまでがわちよう

　　６０２-００３３・京都府京都市上京区今出川町（烏丸通今出川下る）・いまでがわちよう

　　６０２-００３３・京都府京都市上京区今出川町（今出川通烏丸西入）・いまでがわちよう

　　６０２-００３３・京都府京都市上京区今出川町（今出川通室町東入）・いまでがわちよう

　　６０２-８４５４・京都府京都市上京区今出川町（元誓願寺通浄福寺西入）・いまでがわちよう

　　６０２-８４５４・京都府京都市上京区今出川町（元誓願寺通浄福寺東入）・いまでがわちよう

　　６０２-８４５４・京都府京都市上京区今出川町（浄福寺通元誓願寺上る）・いまでがわちよう

　　６０２-８４５４・京都府京都市上京区今出川町（浄福寺通元誓願寺下る）・いまでがわちよう

　　６０２-８４５４・京都府京都市上京区・いまでがわちよう

　　６０２-８１０４・京都府京都市上京区浮田町・うきたちよう

　　６０２-００１２・京都府京都市上京区内構町・うちがまえちよう

　　６０２-０９４２・京都府京都市上京区靭屋町・うつほﾞやちよう

　　６０２-８４７７・京都府京都市上京区姥ケ榎木町・うはﾞがえのきちよう

　　６０２-８４８７・京都府京都市上京区姥ケ北町・うはﾞがきたまち

　　６０２-８３０３・京都府京都市上京区姥ケ寺之前町・うはﾞがてらのまえちよう

　　６０２-８４８５・京都府京都市上京区姥ケ東西町・うはﾞがとうざいちよう

　　６０２-８４８６・京都府京都市上京区姥ケ西町・うはﾞがにしちよう



　　６０２-０９０２・京都府京都市上京区梅屋町・うめやちよう

　　６０２-００３１・京都府京都市上京区裏築地町・うらつきじちよう

　　６０２-００２５・京都府京都市上京区裏風呂町・うらふろちよう

　　６０２-８２５１・京都府京都市上京区榎町・えのきちよう

　　６０２-８０３２・京都府京都市上京区夷川町・えびすがわちよう

　　６０２-８４８４・京都府京都市上京区蛭子町（上立売通浄福寺西入）・えびすちよう

　　６０２-８４８４・京都府京都市上京区蛭子町（浄福寺通上立売下る）・えびすちよう

　　６０２-８１１８・京都府京都市上京区蛭子町（猪熊通出水上る）・えびすちよう

　　６０２-８１１８・京都府京都市上京区蛭子町（猪熊通下長者町下る）・えびすちよう

　　６０２-８１１８・京都府京都市上京区蛭子町（下長者町通猪熊西入）・えびすちよう

　　６０２-８１１８・京都府京都市上京区蛭子町（下長者町通猪熊東入）・えびすちよう

　　６０２-８１１８・京都府京都市上京区蛭子町（出水通猪熊西入）・えびすちよう

　　６０２-８１１８・京都府京都市上京区蛭子町（出水通猪熊東入）・えびすちよう

　　６０２-８３０７・京都府京都市上京区閻魔前町・えんままえちよう

　　６０２-８３１８・京都府京都市上京区老松町・おいまつちよう

　　６０２-８０１１・京都府京都市上京区桜鶴円町・おうかくえんちよう

　　６０２-０９２１・京都府京都市上京区正親町・おうぎちよう

　　６０２-０８４８・京都府京都市上京区扇町（寺町通今出川下る）・おうぎちよう

　　６０２-０８４８・京都府京都市上京区扇町（寺町通石薬師上る）・おうぎちよう

　　６０２-０８４８・京都府京都市上京区扇町（寺町通石薬師下る）・おうぎちよう

　　６０２-０８４８・京都府京都市上京区扇町（寺町通広小路上る）・おうぎちよう

　　６０２-０８４８・京都府京都市上京区扇町（石薬師通寺町東入）・おうぎちよう

　　６０２-００７１・京都府京都市上京区扇町（堀川通寺之内上る）・おうぎちよう

　　６０２-００７１・京都府京都市上京区扇町（堀川通上御霊前上る）・おうぎちよう

　　６０２-００７１・京都府京都市上京区扇町（上御霊前通堀川東入）・おうぎちよう

　　６０２-８４０５・京都府京都市上京区大猪熊町（寺之内通大宮西入）・おおいのくまちよう

　　６０２-８４０５・京都府京都市上京区大猪熊町（寺之内通智恵光院西入）・おおいのくまちよう

　　６０２-８４０５・京都府京都市上京区大猪熊町（寺之内通智）・おおいのくまちよう

　　６０２-８４０５・京都府京都市上京区大猪熊町（恵光院東入）・おおいのくまちよう

　　６０２-８４０５・京都府京都市上京区大猪熊町（寺之内通大宮東入）・おおいのくまちよう

　　６０２-８４０５・京都府京都市上京区大猪熊町（智恵光院通寺之内下る）・おおいのくまちよう

　　６０２-０８４９・京都府京都市上京区大猪熊町（中筋通石薬師上る）・おおいのくまちよう

　　６０２-０８４９・京都府京都市上京区大猪熊町（石薬師通河原町西入）・おおいのくまちよう

　　６０２-０８４９・京都府京都市上京区大猪熊町（石薬師通寺町東入）・おおいのくまちよう

　　６０２-０８４９・京都府京都市上京区大猪熊町（石薬師通中筋西入）・おおいのくまちよう

　　６０２-０８４９・京都府京都市上京区大猪熊町（石薬師通中筋東入）・おおいのくまちよう

　　６０２-８３７５・京都府京都市上京区大上之町・おおかみのちよう

　　６０２-８４１３・京都府京都市上京区大北小路東町・おおきたこうじひがしちよう

　　６０２-０８３２・京都府京都市上京区大原口町・おおはらぐちちよう

　　６０２-０８３４・京都府京都市上京区大原口突抜町・おおはらぐちつきぬけちよう

　　６０２-８３７６・京都府京都市上京区大東町・おおひがしちよう

　　６０２-０９３５・京都府京都市上京区大峰図子町・おおみねずしちよう

　　６０２-０８４７・京都府京都市上京区大宮町（今出川通河原町西入）・おおみやちよう

　　６０２-０８４７・京都府京都市上京区大宮町（今出川通寺町東入）・おおみやちよう

　　６０２-０８４７・京都府京都市上京区大宮町（今出川通寺町東入下る）・おおみやちよう

　　６０２-０８４７・京都府京都市上京区大宮町（河原町通今出川下る）・おおみやちよう

　　６０２-０８４７・京都府京都市上京区大宮町（河原町通今出川下る西入）・おおみやちよう

　　６０２-０８４７・京都府京都市上京区大宮町（寺町通今出川下る東入）・おおみやちよう

　　６０２-０８４７・京都府京都市上京区大宮町（中筋通石薬師上る）・おおみやちよう

　　６０２-８３６３・京都府京都市上京区大宮町（上の下立売通御前西入）・おおみやちよう

　　６０２-８３６３・京都府京都市上京区大宮町（上の下立売通御前西入上る）・おおみやちよう

　　６０２-８３６３・京都府京都市上京区大宮町（上の下立売通天神道東入）・おおみやちよう

　　６０２-８３６３・京都府京都市上京区大宮町（下立売通御前西入）・おおみやちよう

　　６０２-８３６３・京都府京都市上京区大宮町（下立売通御前西入上る）・おおみやちよう

　　６０２-８３６３・京都府京都市上京区・おおみやちよう

　　６０２-００３２・京都府京都市上京区岡松町・おかまつちよう

　　６０２-０９２４・京都府京都市上京区小川町・おがわちよう

　　６０２-０８２５・京都府京都市上京区表町・おもてちよう

　　６０２-０９４６・京都府京都市上京区戒光寺町・かいこうじちよう

　　６０２-８０６１・京都府京都市上京区甲斐守町・かいのかみちよう

　　６０２-８２０３・京都府京都市上京区鏡石町・かがみいしちよう

　　６０２-８２８１・京都府京都市上京区加賀屋町・かがやちよう

　　６０２-８０１４・京都府京都市上京区勘解由小路町・かげゆこうじちよう

　　６０２-０８４１・京都府京都市上京区梶井町・かじいちよう

　　６０２-０９５２・京都府京都市上京区頭町（油小路通元誓願寺下る）・かしらちよう

　　６０２-０９５２・京都府京都市上京区頭町（油小元誓願寺通油小路西入）・かしらちよう

　　６０２-８０７３・京都府京都市上京区頭町（上長者町通西洞院西入）・かしらちよう

　　６０２-８０７３・京都府京都市上京区頭町（西洞院通上長者町下る）・かしらちよう

　　６０２-８０７３・京都府京都市上京区頭町（西洞院通下長者町上る）・かしらちよう

　　６０２-８０７３・京都府京都市上京区頭町（西洞院通中長者町上る）・かしらちよう



　　６０２-８０７３・京都府京都市上京区頭町（西洞院通中長者町下る）・かしらちよう

　　６０２-８３１１・京都府京都市上京区柏清盛町・かしわきよもりちよう

　　６０２-８０２３・京都府京都市上京区春日町・かすがちよう

　　６０２-８３１６・京都府京都市上京区片原町・かたはらちよう

　　６０２-０８５５・京都府京都市上京区上生洲町・かみいけすちよう

　　６０２-００５２・京都府京都市上京区上小川町・かみおがわちよう

　　６０２-８０３３・京都府京都市上京区上鍛冶町・かみかじちよう

　　６０２-０８０４・京都府京都市上京区上片原町・かみかたはらちよう

　　６０２-００１７・京都府京都市上京区上木下町・かみきのしたちよう

　　６０２-０８９６・京都府京都市上京区上御霊竪町・かみごりようたてまち

　　６０２-０８９４・京都府京都市上京区上御霊中町・かみごりようなかまち

　　６０２-０８９１・京都府京都市上京区上御霊馬場町・かみごりようはﾞはﾞちよう

　　６０２-０８９５・京都府京都市上京区上御霊前町・かみごりようまえちよう

　　６０２-００２４・京都府京都市上京区上立売町・かみだちうりちよう

　　６０２-００２２・京都府京都市上京区上立売東町・かみだちうりひがしちよう

　　６０２-００８２・京都府京都市上京区上天神町・かみてんじんちよう

　　６０２-０８１５・京都府京都市上京区上塔之段町・かみとうのだんちよう

　　６０２-０８６３・京都府京都市上京区上之町・かみのちよう

　　６０２-８１４１・京都府京都市上京区上堀川町・かみほりかわちよう

　　６０２-０８１３・京都府京都市上京区上神輿町・かみみこしちよう

　　６０２-８３８４・京都府京都市上京区紙屋川町・かみやがわちよう

　　６０２-００１３・京都府京都市上京区上柳原町・かみやなぎはらちよう

　　６０２-８２７２・京都府京都市上京区亀木町・かめきちよう

　　６０２-８０６２・京都府京都市上京区亀屋町（油小路通上長者町下る）・かめやちよう

　　６０２-８０６２・京都府京都市上京区亀屋町（油小路通下長者町上る）・かめやちよう

　　６０２-８０６２・京都府京都市上京区亀屋町（油小路通中長者町上る）・かめやちよう

　　６０２-８０６２・京都府京都市上京区亀屋町（油小路通中長者町下る）・かめやちよう

　　６０２-８０６２・京都府京都市上京区亀屋町（上長者町通油小路西入）・かめやちよう

　　６０２-８０６２・京都府京都市上京区亀屋町（上長者町通油小路東入）・かめやちよう

　　６０２-０８５４・京都府京都市上京区亀屋町（河原町通荒神口東入）・かめやちよう

　　６０２-０８５４・京都府京都市上京区亀屋町（荒神口通河原町東入、）・かめやちよう

　　６０２-８２８４・京都府京都市上京区亀屋町（千本通中立売上る）・かめやちよう

　　６０２-８２８４・京都府京都市上京区亀屋町（千本通中立売下る）・かめやちよう

　　６０２-８２８４・京都府京都市上京区亀屋町（中立売通千本西入）・かめやちよう

　　６０２-８１１９・京都府京都市上京区亀屋町（葭屋町通下長者町下る)・かめやちよう

　　６０２-８１１９・京都府京都市上京区亀屋町（下長者町通堀川西入)・かめやちよう

　　６０２-８１１９・京都府京都市上京区亀屋町（下長者町通堀川西入)・かめやちよう

　　６０２-８１１９・京都府京都市上京区亀屋町（下長者町通葭屋町東入)・かめやちよう

　　６０２-８１１９・京都府京都市上京区亀屋町（下長者町通葭屋町西入)・かめやちよう

　　６０２-８１１９・京都府京都市上京区亀屋町（出水通葭屋町西入)・かめやちよう

　　６０２-８１１９・京都府京都市上京区亀屋町（出水通葭屋町東入）・かめやちよう

　　６０２-８１１９・京都府京都市上京区亀屋町（出水出水通堀川西入）・かめやちよう

　　６０２-８３３２・京都府京都市上京区烏丸町・からすまちよう

　　６０２-８３６９・京都府京都市上京区川瀬町・かわせちよう

　　６０２-０８０８・京都府京都市上京区歓喜寺前町・かんきじまえちよう

　　６０２-８４９２・京都府京都市上京区歓喜町・かんきちよう

　　６０２-０９０３・京都府京都市上京区観三橘町・かんさんたちはﾞなちよう

　　６０２-０００８・京都府京都市上京区岩栖院町・がんすいんちよう

　　６０２-８４４１・京都府京都市上京区観世町・かんぜちよう

　　６０２-８３８５・京都府京都市上京区観音寺門前町・かんのんじもんぜんちよう

　　６０２-８０４７・京都府京都市上京区勘兵衛町・かんべえちよう

　　６０２-８０７６・京都府京都市上京区菊屋町（西洞院通上長者町上る）・きくやちよう

　　６０２-８０７６・京都府京都市上京区菊屋町（西洞院通中立売下る）・きくやちよう

　　６０２-８０７６・京都府京都市上京区菊屋町（上長者町通西洞院西入）・きくやちよう

　　６０２-８０７６・京都府京都市上京区菊屋町（上長者町通西洞院東入）・きくやちよう

　　６０２-８２４４・京都府京都市上京区菊屋町（葭屋町通上長者町下る)、・きくやちよう

　　６０２-８２４４・京都府京都市上京区菊屋町（葭屋町通下長者町上る)・きくやちよう

　　６０２-８２４４・京都府京都市上京区菊屋町（上長者町通葭屋町西入)・きくやちよう

　　６０２-８２４４・京都府京都市上京区菊屋町（上長者町通葭屋町東入）・きくやちよう

　　６０２-８２４４・京都府京都市上京区菊屋町（下長者町通葭屋町西入）・きくやちよう

　　６０２-８２４４・京都府京都市上京区菊屋町（下長者町通葭屋町東入）・きくやちよう

　　６０２-８２４４・京都府京都市上京区菊屋町（下長者町通堀川西入）・きくやちよう

　　６０２-８２９６・京都府京都市上京区北伊勢殿構町・きたいせどのかまえちよう

　　６０２-８１５２・京都府京都市上京区北伊勢屋町・きたいせやちよう

　　６０２-８４３２・京都府京都市上京区北猪熊町・きたいのくまちよう

　　６０２-８１１５・京都府京都市上京区北蟹屋町・きたかにやちよう

　　６０２-００４４・京都府京都市上京区北兼康町・きたかねやすちよう

　　６０２-８３０８・京都府京都市上京区北玄蕃町・きたげんはﾞちよう

　　６０２-８４６１・京都府京都市上京区北小路中之町・きたこうじなかのちよう

　　６０２-０９０１・京都府京都市上京区北小路室町・きたこうじむろまち



　　６０２-８２５２・京都府京都市上京区北小大門町・きたこだいもんちよう

　　６０２-８２０７・京都府京都市上京区北新在家町・きたしんざいけちよう

　　６０２-８２４７・京都府京都市上京区北俵町・きたたわらちよう

　　６０２-００９２・京都府京都市上京区北仲之町・きたなかのちよう

　　６０２-８２１４・京都府京都市上京区北之御門町・きたのごもんちよう

　　６０２-０８５２・京都府京都市上京区北之辺町・きたのべちよう

　　６０２-００５６・京都府京都市上京区北舟橋町・きたふなはしちよう

　　６０２-８３６８・京都府京都市上京区北町（上の下立売通天神道西入上る)・きたまち

　　６０２-８３６８・京都府京都市上京区北町（上の下立売通御前西入)・きたまち

　　６０２-８３６８・京都府京都市上京区北町（上の下立売通御前西入上る)、・きたまち

　　６０２-８３６８・京都府京都市上京区北町（上の下立売通御前西入２丁目)・きたまち

　　６０２-８３６８・京都府京都市上京区北町（上の下立売通御前西入２筋目)・きたまち

　　６０２-８３６８・京都府京都市上京区北町（下長者町通御前西入)・きたまち

　　６０２-８３６８・京都府京都市上京区北町（天神道上の下立売上る)・きたまち

　　６０２-８３６８・京都府京都市上京区北町（天神道仁和寺街道下る)・きたまち

　　６０２-８３６８・京都府京都市上京区北町（天神道下立売上る)・きたまち

　　６０２-８３６８・京都府京都市上京区北町（天神道妙心寺道上る)・きたまち

　　６０２-８３６８・京都府京都市上京区北町（天神道妙心寺道上る西入)・きたまち

　　６０２-８３６８・京都府京都市上京区北町（仁和寺街道天神道西入下る)・きたまち

　　６０２-８３６８・京都府京都市上京区北町（仁和寺街道天神道東入下る)・きたまち

　　６０２-８３６８・京都府京都市上京区北町（御前通上の下立売上る)・きたまち

　　６０２-８３６８・京都府京都市上京区北町（御前通上の下立売上る西入)・きたまち

　　６０２-８３６８・京都府京都市上京区北町（御前通下立売上る)・きたまち

　　６０２-８３６８・京都府京都市上京区北町（御前通下長者町上る西入)・きたまち

　　６０２-８３６８・京都府京都市上京区北町（御前通仁和寺街道下る西入)・きたまち

　　６０２-８３６８・京都府京都市上京区北町（御前通妙心寺道上る西入)・きたまち

　　６０２-８３６８・京都府京都市上京区北町（御前通西裏上の下立売上る)・きたまち

　　６０２-８３６８・京都府京都市上京区北町（御前通西裏下立売上る)・きたまち

　　６０２-８３９２・京都府京都市上京区北町（御前通五辻上る)きたまち

　　６０２-８３９２・京都府京都市上京区北町（御前通今出川上る)・きたまち

　　６０２-８３９２・京都府京都市上京区北町（御前通今出川上る１丁目)・きたまち

　　６０２-８３９２・京都府京都市上京区北町（御前通今出川上る２丁目)・きたまち

　　６０２-８３９２・京都府京都市上京区北町（御前通今出川上る２丁目西入)・きたまち

　　６０２-８３９２・京都府京都市上京区北町（御前通御前通今出川上る２筋目)・きたまち

　　６０２-８３９２・京都府京都市上京区北町（御前通今出川上る西入）・きたまち

　　６０２-８３９２・京都府京都市上京区北町（御前通今出川上る東入）・きたまち

　　６０２-８３９２・京都府京都市上京区北町（御前通今出川２丁目上る）・きたまち

　　６０２-８３９２・京都府京都市上京区北町（御前通寺之内下る）・きたまち

　　６０２-０８１８・京都府京都市上京区北横町・きたよこちよう

　　６０２-００２７・京都府京都市上京区木下突抜町・きのしたつきぬけちよう

　　６０２-８１４６・京都府京都市上京区木屋之町・きやのちよう

　　６０２-０８５１・京都府京都市上京区九軒町・きゆうけんちよう

　　６０２-０８８１・京都府京都市上京区京都御苑・きようとぎよえん

　　６０２-８１１６・京都府京都市上京区清元町・きよもとちよう

　　６０２-８４７６・京都府京都市上京区桐木町・きりのきちよう

　　６０２-０８７６・京都府京都市上京区錦砂町・きんしやちよう

　　６０２-８１７３・京都府京都市上京区金馬場町・きんはﾞはﾞちよう

　　６０２-８１２７・京都府京都市上京区櫛笥町・くしげちよう

　　６０２-０９１８・京都府京都市上京区薬屋町・くすりやちよう

　　６０２-８４０６・京都府京都市上京区花開院町・けいかいんちよう

　　６０２-０００２・京都府京都市上京区継孝院町・けいこういんちよう

　　６０２-００１８・京都府京都市上京区玄蕃町・げんはﾞちよう

　　６０２-０８９３・京都府京都市上京区玄武町・げんぶちよう

　　６０２-８４２８・京都府京都市上京区幸在町・こうざいちよう

　　６０２-８１１４・京都府京都市上京区荒神町（猪熊通下立売上る）・こうじんちよう

　　６０２-８１１４・京都府京都市上京区荒神町（猪熊通出水下る）・こうじんちよう

　　６０２-８１１４・京都府京都市上京区荒神町（猪熊通椹木町上る）・こうじんちよう

　　６０２-８１１４・京都府京都市上京区荒神町（出水通猪熊西入）・こうじんちよう

　　６０２-８１１４・京都府京都市上京区荒神町（出水通猪熊東入）・こうじんちよう

　　６０２-８１１４・京都府京都市上京区荒神町（出水通葭屋町西入）・こうじんちよう

　　６０２-０８５６・京都府京都市上京区荒神町（河原町通荒神口上る）・こうじんちよう

　　６０２-０８５６・京都府京都市上京区荒神町（荒神口通河原町西入）・こうじんちよう

　　６０２-０８５６・京都府京都市上京区荒神町（荒神口通河東入）・こうじんちよう

　　６０２-０８５６・京都府京都市上京区荒神町（荒神口通寺町東入）・こうじんちよう

　　６０２-０８５６・京都府京都市上京区荒神町（寺町通荒神口上る）・こうじんちよう

　　６０２-８２６７・京都府京都市上京区高台院竪町・こうだいいんたてまち

　　６０２-８２７１・京都府京都市上京区高台院町・こうだいいんちよう

　　６０２-０８３５・京都府京都市上京区革堂内町・こうどううちちよう

　　６０２-８１３２・京都府京都市上京区講堂町・こうどうちよう

　　６０２-０９４３・京都府京都市上京区革堂町（小川通一条上る）・こうどうちよう



　　６０２-０９４３・京都府京都市上京区革堂町（小川通武者小路下る）・こうどうちよう

　　６０２-０９４３・京都府京都市上京区革堂町（武者小路通小川東入）・こうどうちよう

　　６０２-８４６３・京都府京都市上京区革堂町（元誓願寺通浄福寺西入）・こうどうちよう

　　６０２-０９４５・京都府京都市上京区革堂仲之町・こうどうなかのちよう

　　６０２-０９５９・京都府京都市上京区革堂西町・こうどうにしまち

　　６０２-８２９９・京都府京都市上京区革堂之内町・こうどうのうちちよう

　　６０２-８２７５・京都府京都市上京区革堂前之町・こうどうまえのちよう

　　６０２-０８０１・京都府京都市上京区高徳寺町・こうとくじちよう

　　６０２-００５１・京都府京都市上京区御三軒町・ごさんげんちよう

　　６０２-０９０４・京都府京都市上京区小島町・こじまちよう

　　６０２-００２３・京都府京都市上京区御所八幡町・ごしよはちまんちよう

　　６０２-８０４３・京都府京都市上京区五町目・ごちようめ

　　６０２-８０１３・京都府京都市上京区五町目町・ごちようめちよう

　　６０２-８２３４・京都府京都市上京区小寺町・こでらちよう

　　６０２-８１３３・京都府京都市上京区小伝馬町・こでんまちよう

　　６０２-０８２１・京都府京都市上京区後藤町・ごとうちよう

　　６０２-８０４６・京都府京都市上京区近衛町（油小路通下立売上る）・このえちよう

　　６０２-８０４６・京都府京都市上京区近衛町（油小路通出水下る）・このえちよう

　　６０２-８０４６・京都府京都市上京区近衛町（出水通油小路西入）・このえちよう

　　６０２-８０４６・京都府京都市上京区近衛町（出水通油小路東入）・このえちよう

　　６０２-８０１９・京都府京都市上京区近衛町（下長者町通室町西入）・このえちよう

　　６０２-８０１９・京都府京都市上京区近衛町（下長者町通室町東入）・このえちよう

　　６０２-８０１９・京都府京都市上京区近衛町（出水通烏丸西入）・このえちよう

　　６０２-８０１９・京都府京都市上京区近衛町（出水通室町東入）・このえちよう

　　６０２-８０１９・京都府京都市上京区近衛町（室町通下長者町下る）・このえちよう

　　６０２-８０１９・京都府京都市上京区近衛町（室町通出水上る）・このえちよう

　　６０２-８０１９・京都府京都市上京区近衛町（室町通出水上る東入）・このえちよう

　　６０２-００４７・京都府京都市上京区近衛殿表町・このえでんおもてちよう

　　６０２-００４５・京都府京都市上京区近衛殿北口町・このえでんきたぐちちよう

　　６０２-８３４２・京都府京都市上京区五番町・ごはﾞんちよう

　　６０２-０８７２・京都府京都市上京区駒之町・こまのちよう

　　６０２-８０３４・京都府京都市上京区米屋町（油小路椹木町下る）・こめやちよう

　　６０２-８０３４・京都府京都市上京区米屋町（油小路通丸太町上る）・こめやちよう

　　６０２-８０３４・京都府京都市上京区米屋町（椹木町通油小西入）・こめやちよう

　　６０２-８０３４・京都府京都市上京区米屋町（椹木町通油小路東入）・こめやちよう

　　６０２-８０３４・京都府京都市上京区米屋町（油丸太町通油小路西入）・こめやちよう

　　６０２-８０３４・京都府京都市上京区米屋町（丸太町通油小路東入）・こめやちよう

　　６０２-０８４６・京都府京都市上京区米屋町（今出川通寺町東入）・こめやちよう

　　６０２-０８４６・京都府京都市上京区米屋町（今出川通寺町東入下る）・こめやちよう

　　６０２-０８４６・京都府京都市上京区米屋町（今出川通河原町西入上る）・こめやちよう

　　６０２-０８４６・京都府京都市上京区米屋町（河原町通今出川下る西入）・こめやちよう

　　６０２-０８４６・京都府京都市上京区米屋町（寺町通今出川下る）・こめやちよう

　　６０２-０８４６・京都府京都市上京区米屋町（寺町通今出川下る東入）・こめやちよう

　　６０２-０８４６・京都府京都市上京区米屋町（中筋通今出川下る）・こめやちよう

　　６０２-８１５７・京都府京都市上京区小山町・こやまちよう

　　６０２-８０１８・京都府京都市上京区御霊町・ごりようちよう

　　６０２-８１７９・京都府京都市上京区坤高町・こんたかちよう

　　６０２-８１５１・京都府京都市上京区西院町・さいいんちよう

　　６０２-８２４２・京都府京都市上京区皀莢町・さいかちちよう

　　６０２-８３５４・京都府京都市上京区西東町・さいとうちよう

　　６０２-０８１４・京都府京都市上京区幸神町・さいのかみちよう

　　６０２-０８４２・京都府京都市上京区栄町（石薬師通河原西入)・さかえちよう

　　６０２-０８４２・京都府京都市上京区栄町（河原町通石薬師上る)・さかえちよう

　　６０２-０８４２・京都府京都市上京区栄町（河原町通石薬師下る)・さかえちよう

　　６０２-０８４２・京都府京都市上京区栄町（河原町通今出川下る)・さかえちよう

　　６０２-０８４２・京都府京都市上京区栄町（河原町通今出川２筋目下る西)・さかえちよう

　　６０２-０８４２・京都府京都市上京区栄町（河原町通今出川下る２丁目)・さかえちよう

　　６０２-０８４２・京都府京都市上京区栄町（河原町通今出川下る２筋目西）・さかえちよう

　　６０２-０８４２・京都府京都市上京区栄町（河原町通今出川下る３丁目）・さかえちよう

　　６０２-８２０２・京都府京都市上京区栄町（大宮通一条上る西入）・さかえちよう

　　６０２-８２０２・京都府京都市上京区栄町（大宮通中立売下る）・さかえちよう

　　６０２-８２０２・京都府京都市上京区栄町（智恵光院通一条上る東入）・さかえちよう

　　６０２-８３０４・京都府京都市上京区作庵町・さくあんちよう

　　６０２-８４４５・京都府京都市上京区桜井町・さくらいちよう

　　６０２-０８０５・京都府京都市上京区桜木町・さくらぎちよう

　　６０２-８４５３・京都府京都市上京区笹屋・ささや

　　６０２-８３１４・京都府京都市上京区佐竹町・さたけちよう

　　６０２-８１４５・京都府京都市上京区左馬松町・さままつちよう

　　６０２-０８２６・京都府京都市上京区三栄町・さんえいちよう

　　６０２-８３４１・京都府京都市上京区三軒町・さんけんちよう



　　６０２-０９２２・京都府京都市上京区讃州寺町・さんしゆうじちよう

　　６０２-８３３３・京都府京都市上京区三条殿町・さんじようでんちよう

　　６０２-８３５６・京都府京都市上京区三助町・さんすけちよう

　　６０２-８１３５・京都府京都市上京区三町目（松屋町通椹木町下る）・さんちようめ

　　６０２-８１３５・京都府京都市上京区三町目（松屋町通丸太町上る）・さんちようめ

　　６０２-８０５６・京都府京都市上京区三町目（出水通東堀川東入）・さんちようめ

　　６０２-８０５６・京都府京都市上京区三町目（出水通堀川東入）・さんちようめ

　　６０２-８０５６・京都府京都市上京区三町目（東堀川通下長者町下る）・さんちようめ

　　６０２-８０５６・京都府京都市上京区三町目（東堀川通出水上る）・さんちようめ

　　６０２-０９１５・京都府京都市上京区三丁町・さんていちよう

　　６０２-８２７４・京都府京都市上京区山王町・さんのうちよう

　　６０２-８３５８・京都府京都市上京区三番町・さんはﾞんちよう

　　６０２-８４３６・京都府京都市上京区慈眼庵町・じげんあんちよう

　　６０２-８３５９・京都府京都市上京区七番町・しちはﾞんちよう

　　６０２-００５９・京都府京都市上京区実相院町・じつそういんちよう

　　６０２-８０７１・京都府京都市上京区仕丁町・していちよう

　　６０２-８２７７・京都府京都市上京区信濃町・しなのちよう

　　６０２-８４３８・京都府京都市上京区芝大宮町・しはﾞおおみやちよう

　　６０２-８４１２・京都府京都市上京区芝之町・しはﾞのちよう

　　６０２-８４２１・京都府京都市上京区芝薬師町・しはﾞやくしちよう

　　６０２-８２２５・京都府京都市上京区下石橋町・しもいしはﾞしちよう

　　６０２-８２３９・京都府京都市上京区下石橋南半町・しもいしはﾞしみなみはんちよう

　　６０２-８０７５・京都府京都市上京区下小川町・しもおがわちよう

　　６０２-８２０４・京都府京都市上京区下鏡石町・しもかがみいしちよう

　　６０２-００１９・京都府京都市上京区下木下町・しもきのしたちよう

　　６０２-０００７・京都府京都市上京区下清蔵口町・しもせいぞうぐちちよう

　　６０２-８３７２・京都府京都市上京区下竪町・しもたてちよう

　　６０２-００７４・京都府京都市上京区下天神町・しもてんじんちよう

　　６０２-０８３７・京都府京都市上京区下塔之段町・しもとうのだんちよう

　　６０２-８３６５・京都府京都市上京区下之町・しものちよう

　　６０２-８１４２・京都府京都市上京区下堀川町・しもほりかわちよう

　　６０２-８１７６・京都府京都市上京区下丸屋町・しもまるやちよう

　　６０２-０８３９・京都府京都市上京区下御輿町・しもみこしちよう

　　６０２-００１４・京都府京都市上京区下柳原北半町・しもやなぎはらきたはんちよう

　　６０２-００１５・京都府京都市上京区下柳原南半町・しもやなぎはらみなみはんちよう

　　６０２-８２６５・京都府京都市上京区下山里町・しもやまざとちよう

　　６０２-８３７３・京都府京都市上京区下横町・しもよこちよう

　　６０２-８３９５・京都府京都市上京区社家長屋町・しやけながやちよう

　　６０２-０８１１・京都府京都市上京区十念寺前町・じゆうねんじまえちよう

　　６０２-８１６４・京都府京都市上京区十四軒町・じゆうよんけんちよう

　　６０２-８０６７・京都府京都市上京区主計町・しゆけいちよう

　　６０２-８１５５・京都府京都市上京区主税町・しゆぜいちよう

　　６０２-８１５６・京都府京都市上京区聚楽町・じゆらくちよう

　　６０２-８０１５・京都府京都市上京区常泉院町・じようせんいんちよう

　　６０２-８４７４・京都府京都市上京区上善寺町・じようぜんじちよう

　　６０２-８４８１・京都府京都市上京区聖天町・しようてんちよう

　　６０２-８０５７・京都府京都市上京区紹巴町・しようはちよう

　　６０２-８３４８・京都府京都市上京区白竹町・しらたけちよう

　　６０２-８１７８・京都府京都市上京区白銀町・しろがねちよう

　　６０２-８４９５・京都府京都市上京区新猪熊町・しんいのくまちよう

　　６０２-８４９４・京都府京都市上京区新猪熊東町・しんいのくまひがしちよう

　　６０２-０８４３・京都府京都市上京区新夷町・しんえびすちよう

　　６０２-０８６１・京都府京都市上京区新烏丸頭町・しんからすまかしらちよう

　　６０２-０８９２・京都府京都市上京区新北小路町・しんきたこうじちよう

　　６０２-８１６１・京都府京都市上京区新御幸町・しんごこうちよう

　　６０２-０８９７・京都府京都市上京区新御霊口町・しんごりようぐちちよう

　　６０２-８３８１・京都府京都市上京区真盛町・しんせいちよう

　　６０２-８３３７・京都府京都市上京区新建町・しんたけちよう

　　６０２-００８３・京都府京都市上京区新ン町・しんちよう

　　６０２-０８６６・京都府京都市上京区真町・しんちよう

　　６０２-０８７５・京都府京都市上京区信富町・しんとみちよう

　　６０２-０８３３・京都府京都市上京区真如堂突抜町・しんによどうつきぬけちよう

　　６０２-０８４５・京都府京都市上京区真如堂前町・しんによどうまえちよう

　　６０２-８２０５・京都府京都市上京区新白水丸町・しんはくすいまるちよう

　　６０２-８２９３・京都府京都市上京区新桝屋町・しんますやちよう

　　６０２-８４０９・京都府京都市上京区新美濃部町・しんみのべちよう

　　６０２-８３９１・京都府京都市上京区神明町（御前通寺之内下る）・しんめいちよう

　　６０２-８３９１・京都府京都市上京区神明町（御前通今出川上る）・しんめいちよう

　　６０２-８３９１・京都府京都市上京区神明町（御前通今出川上る２丁目）・しんめいちよう

　　６０２-８３９１・京都府京都市上京区神明町（御前通今出川上る３丁目）・しんめいちよう



　　６０２-８３９１・京都府京都市上京区神明町（寺之内通御前西入）・しんめいちよう

　　６０２-８２５６・京都府京都市上京区神明町（上長者町通松屋町東入）・しんめいちよう

　　６０２-８２５６・京都府京都市上京区神明町（松屋町通上長者町上る）・しんめいちよう

　　６０２-８２５６・京都府京都市上京区神明町（松屋町通中立売下る）・しんめいちよう

　　６０２-８２５７・京都府京都市上京区新元町・しんもとちよう

　　６０２-８２７９・京都府京都市上京区新柳馬場頭町・しんやなぎのはﾞんはﾞかしらちよう

　　６０２-００８１・京都府京都市上京区瑞光院前町・ずいこういんまえちよう

　　６０２-８３８２・京都府京都市上京区末之口町・すえのくちちよう

　　６０２-８３１２・京都府京都市上京区末広町・すえひろちよう

　　６０２-８２４６・京都府京都市上京区杉本町・すぎもとちよう

　　６０２-８４８３・京都府京都市上京区杉若町・すぎわかちよう

　　６０２-００９１・京都府京都市上京区筋違橋町・すじかいはﾞしちよう

　　６０２-８４３９・京都府京都市上京区硯屋町・すずりやちよう

　　６０２-８２６２・京都府京都市上京区須浜池町・すはまいけちよう

　　６０２-８２６４・京都府京都市上京区須浜町・すはまちよう

　　６０２-８２６３・京都府京都市上京区須浜東町・すはまひがしちよう

　　６０２-８２２２・京都府京都市上京区晴明町・せいめいちよう

　　６０２-０８２２・京都府京都市上京区青龍町・せいりゆうちよう

　　６０２-８００３・京都府京都市上京区清和院町・せいわいんちよう

　　６０２-０００６・京都府京都市上京区禅昌院町・ぜんしよういんちよう

　　６０２-０８９８・京都府京都市上京区相国寺門前町・しようこくじもんぜんちよう

　　６０２-０８４４・京都府京都市上京区染殿町・そめどのちよう

　　６０２-８４８２・京都府京都市上京区大黒町（上立売通浄福寺西入）・だいこくちよう

　　６０２-８４８２・京都府京都市上京区大黒町（上立売通浄福寺東入）・だいこくちよう

　　６０２-８４８２・京都府京都市上京区大黒町（浄福寺通上立売上る）・だいこくちよう

　　６０２-８４８２・京都府京都市上京区大黒町（浄福寺通寺之内下る）・だいこくちよう

　　６０２-８１３７・京都府京都市上京区大黒町（猪熊通椹木町上る）・だいこくちよう

　　６０２-８１３７・京都府京都市上京区大黒町（猪熊通下立売下る）・だいこくちよう

　　６０２-８１３７・京都府京都市上京区大黒町（椹木町通猪熊西入）・だいこくちよう

　　６０２-８０５５・京都府京都市上京区大黒屋町・だいこくやちよう

　　６０２-０００３・京都府京都市上京区大心院町・だいしんいんちよう

　　６０２-８４５５・京都府京都市上京区泰童片原町・たいどうかたはらちよう

　　６０２-８２９８・京都府京都市上京区泰童町・たいどうちよう

　　６０２-８３２３・京都府京都市上京区大文字町・だいもんじちよう

　　６０２-８０２４・京都府京都市上京区大門町・だいもんちよう

　　６０２-０８７８・京都府京都市上京区高島町・たかしまちよう

　　６０２-８０５２・京都府京都市上京区鷹司町（下長者町通小川東入）・たかつかさちよう

　　６０２-８００２・京都府京都市上京区鷹司町（下長者町通鳥丸西入）・たかつかさちよう

　　６０２-８３３６・京都府京都市上京区滝ケ鼻町・たきがはなちよう

　　６０２-０００１・京都府京都市上京区竹園町・たけぞのちよう

　　６０２-００６７・京都府京都市上京区竹屋町・たけやちよう

　　６０２-８２０９・京都府京都市上京区橘町・たちはﾞなちよう

　　６０２-０９１２・京都府京都市上京区龍前町・たつまえちよう

　　６０２-８４６２・京都府京都市上京区竪亀屋町・たてかめやちよう

　　６０２-８２２８・京都府京都市上京区竪神明町・たてしんめいちよう

　　６０２-０９５５・京都府京都市上京区竪富田町・たてとみだちよう

　　６０２-８２１６・京都府京都市上京区竪門前町・たてもんぜんちよう

　　６０２-００９８・京都府京都市上京区竪社北半町・たてやしろきたはんちよう

　　６０２-００９９・京都府京都市上京区竪社南半町・たてやしろみなみはんちよう

　　６０２-８１６３・京都府京都市上京区田中町・たなかちよう

　　６０２-８４０２・京都府京都市上京区田畑町・たはﾞたちよう

　　６０２-８２８６・京都府京都市上京区玉屋町（千本通中立売上る）・たまやちよう

　　６０２-８２８６・京都府京都市上京区玉屋町（中立売通千本東入）・たまやちよう

　　６０２-８３２２・京都府京都市上京区玉屋町（元誓願寺通千本西入）・たまやちよう

　　６０２-８３２２・京都府京都市上京区玉屋町（元誓願寺通六軒町東入）・たまやちよう

　　６０２-８３２２・京都府京都市上京区玉屋町（六軒町通元上る）・たまやちよう

　　６０２-８３２２・京都府京都市上京区玉屋町（六軒町通元誓願寺下る）・たまやちよう

　　６０２-８３２２・京都府京都市上京区玉屋町（葭屋町通元誓願寺下る）・たまやちよう

　　６０２-８２８８・京都府京都市上京区田丸町・たまるちよう

　　６０２-８１７７・京都府京都市上京区田村備前町・たむらびぜんちよう

　　６０２-８２６１・京都府京都市上京区多門町・たもんちよう

　　６０２-０８７１・京都府京都市上京区俵屋町・たわらやちよう

　　６０２-８２２４・京都府京都市上京区弾正町・だんじようちよう

　　６０２-８２８７・京都府京都市上京区丹波屋町・たんはﾞやちよう

　　６０２-８２０８・京都府京都市上京区智恵光院前之町・ちえこういんまえのちよう

　　６０２-８０５３・京都府京都市上京区茶屋町・ちややまち

　　６０２-８１２６・京都府京都市上京区中書町・ちゆうしよちよう

　　６０２-８０５４・京都府京都市上京区丁子風呂町・ちようじぶろちよう

　　６０２-８３１５・京都府京都市上京区突抜町（今出川通七本松東入）・つきぬけちよう

　　６０２-８３１５・京都府京都市上京区突抜町（今出川通七本松東入上る）・つきぬけちよう



　　６０２-８３１５・京都府京都市上京区突抜町（五辻通七本松東入下る）・つきぬけちよう

　　６０２-８３１５・京都府京都市上京区突抜町（今出川通七本松東入）・つきぬけちよう

　　６０２-８３１５・京都府京都市上京区突抜町（今出川通七本松東入上る）・つきぬけちよう

　　６０２-８３１５・京都府京都市上京区突抜町（五辻通七本松東入下る）・つきぬけちよう

　　６０２-８３１５・京都府京都市上京区突抜町（五辻通六軒町西入下る）・つきぬけちよう

　　６０２-８０６５・京都府京都市上京区突抜町（上長者町通堀川東入上る）・つきぬけちよう

　　６０２-８０６５・京都府京都市上京区突抜町（中立売通堀川東入下る）・つきぬけちよう

　　６０２-８０６５・京都府京都市上京区突抜町（油小路堀川の間中立売下る）・つきぬけちよう

　　６０２-８３６４・京都府京都市上京区突抜町（下立売通御前西入)・つきぬけちよう

　　６０２-８３６４・京都府京都市上京区突抜町（下立売通御前西入)・つきぬけちよう

　　６０２-８３６４・京都府京都市上京区突抜町（下立売通御前西入下る)・つきぬけちよう

　　６０２-８３６４・京都府京都市上京区突抜町（下立売通御前西入)・つきぬけちよう

　　６０２-８３６４・京都府京都市上京区突抜町（下立売通御前西入下る)・つきぬけちよう

　　６０２-８３６４・京都府京都市上京区突抜町（下立売通天神道東入)・つきぬけちよう

　　６０２-８３６４・京都府京都市上京区突抜町（下の下立売通御前西入)・つきぬけちよう

　　６０２-００３８・京都府京都市上京区築山北半町・つきやまきたはんちよう

　　６０２-００３４・京都府京都市上京区築山南半町・つきやまみなみはんちよう

　　６０２-８４２７・京都府京都市上京区土田町・つちだちよう

　　６０２-８０７７・京都府京都市上京区土御門町・つちみかどちよう

　　６０２-０８０２・京都府京都市上京区鶴山町・つるやまちよう

　　６０２-０８６２・京都府京都市上京区出水町・でみずちよう

　　６０２-８２１５・京都府京都市上京区寺今町・てらいまちよう

　　６０２-００７３・京都府京都市上京区寺之内竪町・てらのうちたてちよう

　　６０２-００８７・京都府京都市上京区天神北町・てんじんきたまち

　　６０２-８１０５・京都府京都市上京区天秤町・てんびんちよう

　　６０２-８１７２・京都府京都市上京区天秤丸町・てんびんまるちよう

　　６０２-８３５５・京都府京都市上京区天満屋町・てんまやちよう

　　６０２-８２５４・京都府京都市上京区藤五郎町・とうごろうちよう

　　６０２-８２９４・京都府京都市上京区東西俵屋町・とうざいたわらやちよう

　　６０２-８４１１・京都府京都市上京区東西町・とうざいちよう

　　６０２-０００４・京都府京都市上京区道正町・どうしようちよう

　　６０２-０９３７・京都府京都市上京区常盤井図子町・ときわいずしちよう

　　６０２-０８３６・京都府京都市上京区常盤井殿町・ときわいどのちよう

　　６０２-０９３２・京都府京都市上京区徳大寺殿町・とくだいじでんちよう

　　６０２-８２１３・京都府京都市上京区徳屋町・とくやちよう

　　６０２-００７２・京都府京都市上京区百々町・どどちよう

　　６０２-８２１８・京都府京都市上京区富小路町・とみこうじちよう

　　６０２-８３９３・京都府京都市上京区鳥居前町・とりいまえちよう

　　６０２-００６３・京都府京都市上京区内藤町・ないとうちよう

　　６０２-８１４７・京都府京都市上京区直家町・なおいえちよう

　　６０２-８４９３・京都府京都市上京区中猪熊町・なかいのくまちよう

　　６０２-００５３・京都府京都市上京区中小川町・なかおがわちよう

　　６０２-８１３１・京都府京都市上京区長尾町・ながおちよう

　　６０２-００４１・京都府京都市上京区中御霊図子町・なかごりようずしちよう

　　６０２-８２８３・京都府京都市上京区仲御霊町・なかごりようちよう

　　６０２-０８５７・京都府京都市上京区中御霊町・なかごりようちよう

　　６０２-８１５８・京都府京都市上京区中務町・なかつかさちよう

　　６０２-８０１２・京都府京都市上京区中出水町・なかでみずちよう

　　６０２-８３５３・京都府京都市上京区長門町・ながとちよう

　　６０２-８１４３・京都府京都市上京区中之町（猪熊通竹屋町上る）・なかのちよう

　　６０２-８１４３・京都府京都市上京区中之町（猪熊通丸太町下る）・なかのちよう

　　６０２-８１４３・京都府京都市上京区中之町（西堀川通丸太町下る）・なかのちよう

　　６０２-０８６４・京都府京都市上京区中之町（東三本木通丸太町上る）・なかのちよう

　　６０２-００９３・京都府京都市上京区仲之町（大宮通上御霊前上る)、・なかのちよう

　　６０２-００９３・京都府京都市上京区仲之町（大宮通上御霊前下る)、・なかのちよう

　　６０２-００９３・京都府京都市上京区仲之町（大宮通蘆山寺上る)、・なかのちよう

　　６０２-００９３・京都府京都市上京区仲之町（大宮通寺之内上る)、上御・なかのちよう

　　６０２-００９３・京都府京都市上京区仲之町（大宮通寺之内上る２丁目)、上御・なかのちよう

　　６０２-００９３・京都府京都市上京区仲之町（上御霊前通大宮西入)、上御・なかのちよう

　　６０２-００９３・京都府京都市上京区仲之町（霊前通大宮東入）・なかのちよう

　　６０２-００９３・京都府京都市上京区仲之町（蘆山寺通大宮西入）・なかのちよう

　　６０２-８３６２・京都府京都市上京区仲之町（御前通上の下立売上る)、・なかのちよう

　　６０２-８３６２・京都府京都市上京区仲之町（御前通上の下立売上る東入)、・なかのちよう

　　６０２-８３６２・京都府京都市上京区仲之町（御前下立売上る２丁目)、・なかのちよう

　　６０２-８３６２・京都府京都市上京区仲之町（御前通下立売上る)、・なかのちよう

　　６０２-８３６２・京都府京都市上京区仲之町（通上の御前通下立売上る２丁目)・なかのちよう

　　６０２-８３６２・京都府京都市上京区仲之町（御前通上る２丁目西入)・なかのちよう

　　６０２-８３６２・京都府京都市上京区仲之町（下立売）・なかのちよう

　　６０２-８３６２・京都府京都市上京区仲之町（御前通下立売上る東入）・なかのちよう

　　６０２-８３６２・京都府京都市上京区仲之町（下ノ森通下立売上る）・なかのちよう



　　６０２-８３６２・京都府京都市上京区仲之町（下ノ森通上る西入）・なかのちよう

　　６０２-８３６２・京都府京都市上京区仲之町（上の下立売通御前西入上る）・なかのちよう

　　６０２-８０７２・京都府京都市上京区仲之町（新町通下長者町上る)・なかのちよう

　　６０２-８０７２・京都府京都市上京区仲之町（新町通中長者町下る)・なかのちよう

　　６０２-８０７２・京都府京都市上京区仲之町（中長者町通新西入町)・なかのちよう

　　６０２-８０７２・京都府京都市上京区仲之町（中長者町通西洞院東入）・なかのちよう

　　６０２-８０７２・京都府京都市上京区仲之町（中長者町通西洞院西入）・なかのちよう

　　６０２-８０７２・京都府京都市上京区仲之町（西洞院通中長者町上る）・なかのちよう

　　６０２-８０７２・京都府京都市上京区仲之町（西洞院通上長者町下る）・なかのちよう

　　６０２-０９５８・京都府京都市上京区仲之町（油小路通今出川下る）・なかのちよう

　　６０２-０９５８・京都府京都市上京区仲之町（油小路通元誓願寺上る）・なかのちよう

　　６０２-０９５８・京都府京都市上京区仲之町（元誓願寺通油小路西入）・なかのちよう

　　６０２-０９５８・京都府京都市上京区仲之町（元誓願寺通油小路東入）・なかのちよう

　　６０２-０９５８・京都府京都市上京区仲之町（元誓願寺通堀川東入）・なかのちよう

　　６０２-８０５１・京都府京都市上京区中橋詰町・なかはしつﾞめちよう

　　６０２-８１３６・京都府京都市上京区中御門横町・なかみかどよこちよう

　　６０２-８４６９・京都府京都市上京区中宮町・なかみやちよう

　　６０２-８１７５・京都府京都市上京区中村町・なかむらちよう

　　６０２-８４０３・京都府京都市上京区中社町・なかやしろちよう

　　６０２-８２３７・京都府京都市上京区梨木町・なしのきちよう

　　６０２-００２８・京都府京都市上京区納屋町・なやちよう

　　６０２-８２４３・京都府京都市上京区奈良物町・ならものちよう

　　６０２-８４３７・京都府京都市上京区西石屋町・にしいしやちよう

　　６０２-８３０６・京都府京都市上京区西五辻北町・にしいつつじきたちよう

　　６０２-８４７８・京都府京都市上京区西五辻東町・にしいつつじひがしまち

　　６０２-８３８３・京都府京都市上京区西今小路町・にしいまこうじちよう

　　６０２-０９５７・京都府京都市上京区西今町・にしいまちよう

　　６０２-８３３４・京都府京都市上京区西今出川町・にしいまでがわちよう

　　６０２-８０４２・京都府京都市上京区西裏辻町・にしうらつじちよう

　　６０２-００４６・京都府京都市上京区西大路町（上立売通小川東入）・にしおおじちよう

　　６０２-００４６・京都府京都市上京区西大路町（上立売通新町西入）・にしおおじちよう

　　６０２-００４６・京都府京都市上京区西大路町（上立売通新町東入）・にしおおじちよう

　　６０２-００４６・京都府京都市上京区西大路町（上上立売通新町東入上る）・にしおおじちよう

　　６０２-００４６・京都府京都市上京区西大路町（新町通上立売上る）・にしおおじちよう

　　６０２-８０４８・京都府京都市上京区西大路町（油小路通下立売上る）・にしおおじちよう

　　６０２-８０４８・京都府京都市上京区西大路町（小川通下立売上る）・にしおおじちよう

　　６０２-８０４８・京都府京都市上京区西大路町（小川通下立売下る）・にしおおじちよう

　　６０２-８０４８・京都府京都市上京区西大路町（下立売通油小路東入）・にしおおじちよう

　　６０２-８０４８・京都府京都市上京区西大路町（下立売通小川西入）・にしおおじちよう

　　６０２-８０４８・京都府京都市上京区西大路町（下立売通小川東入）・にしおおじちよう

　　６０２-８３６１・京都府京都市上京区西上之町・にしかみのちよう

　　６０２-８４６７・京都府京都市上京区西亀屋町・にしかめやちよう

　　６０２-０９５４・京都府京都市上京区西川端町・にしかわはﾞたちよう

　　６０２-８４１４・京都府京都市上京区西北小路町（猪熊通上立売上る）・にしきたこうじちよう

　　６０２-８４１４・京都府京都市上京区西北小路町（猪熊通寺之内下る）・にしきたこうじちよう

　　６０２-８４１４・京都府京都市上京区西北小路町（大宮通寺之内下東入）・にしきたこうじちよう

　　６０２-８４１４・京都府京都市上京区西北小路町（大宮通寺之内半丁下る東入）・にしきたこうじち

よう

　　６０２-８４１４・京都府京都市上京区西北小路町（寺之内通大宮東入下る）・にしきたこうじちよう

　　６０２-８４１４・京都府京都市上京区西北小路町（寺之内通大宮東入１丁目下る）・にしきたこうじ

ちよう

　　６０２-８４１４・京都府京都市上京区西北小路町（猪熊通上立売上る）・にしきたこうじちよう

　　６０２-８４１４・京都府京都市上京区西北小路町（猪熊通寺之内下る）・にしきたこうじちよう

　　６０２-８４１４・京都府京都市上京区西北小路町（大宮通寺之内下東入）・にしきたこうじちよう

　　６０２-８４１４・京都府京都市上京区西北小路町（大宮通寺之内下る東入る１丁目）・にしきたこう

じちよう

　　６０２-８４１４・京都府京都市上京区西北小路町（寺之内通大宮東入下る）・にしきたこうじちよう

　　６０２-８４１４・京都府京都市上京区西北小路町（寺之内通大宮東入下る）・にしきたこうじちよう

　　６０２-８４１４・京都府京都市上京区西北小路町（寺之内通大宮東入１丁目下る）・にしきたこうじ

ちよう

　　６０２-８４１４・京都府京都市上京区・にしきたこうじちよう

　　６０２-８４１４・京都府京都市上京区・にしきたこうじちよう

　　６０２-８４４４・京都府京都市上京区西北小路町（今出川通浄福寺東入）・にしきたこうじちよう

　　６０２-８４４４・京都府京都市上京区西北小路町（今出川通智恵光院西入）・にしきたこうじちよう

　　６０２-８４４４・京都府京都市上京区西北小路町（今出川通智恵光院東入）・にしきたこうじちよう

　　６０２-８４４４・京都府京都市上京区西北小路町（智恵光院通今出川上る）・にしきたこうじちよう

　　６０２-８４４４・京都府京都市上京区西北小路町（智恵光院通今出川下る）・にしきたこうじちよう

　　６０２-８４４４・京都府京都市上京区西北小路町（五辻通浄福寺東入）・にしきたこうじちよう

　　６０２-８４９８・京都府京都市上京区西熊町・にしくまちよう

　　６０２-８３２６・京都府京都市上京区西上善寺町・にしじようぜんじちよう



　　６０２-８１６９・京都府京都市上京区西神明町・にししんめいちよう

　　６０２-８４０４・京都府京都市上京区西千本町・にしせんほﾞんちよう

　　６０２-８００４・京都府京都市上京区西鷹司町・にしたかつかさちよう

　　６０２-８１０７・京都府京都市上京区西辰巳町・にしたつみちよう

　　６０２-８０１７・京都府京都市上京区西出水町・にしでみずちよう

　　６０２-８１０９・京都府京都市上京区西天秤町・にしてんびんちよう

　　６０２-８２８２・京都府京都市上京区西富仲町・にしとみなかちよう

　　６０２-８２８５・京都府京都市上京区西中筋町・にしなかすじちよう

　　６０２-０９２５・京都府京都市上京区西之口町・にしのくちちよう

　　６０２-８１３８・京都府京都市上京区西橋詰町・にしはしつﾞめちよう

　　６０２-０９１６・京都府京都市上京区西日野殿町・にしひのどのちよう

　　６０２-８４３４・京都府京都市上京区西船橋町・にしふなはしちよう

　　６０２-８３７１・京都府京都市上京区西町（一条通御前東入）・にしまち

　　６０２-８３７４・京都府京都市上京区西町（一条通御前西入)・にしまち

　　６０２-８３７４・京都府京都市上京区西町（一条通紙屋川東入)・にしまち

　　６０２-８３７４・京都府京都市上京区西町（一条通天神道西入)・にしまち

　　６０２-８３７４・京都府京都市上京区西町（一条通御前３丁目西入)・にしまち

　　６０２-８３７４・京都府京都市上京区西町（一条通御前西入上る・にしまち

　　６０２-８３７４・京都府京都市上京区西町（一条通御前西入上る西入)・にしまち

　　６０２-８３７４・京都府京都市上京区西町（一条通御前西入２丁目)・にしまち

　　６０２-８３７４・京都府京都市上京区西町（一条通御前西入２丁目上る)・にしまち

　　６０２-８３７４・京都府京都市上京区西町（一条通御前西入２丁目下る)・にしまち

　　６０２-８３７４・京都府京都市上京区西町（一条通御前西入２筋目下る)・にしまち

　　６０２-８３７４・京都府京都市上京区西町（一条通御前西入３丁目)・にしまち

　　６０２-８３７４・京都府京都市上京区西町（一条通御前西入３丁目上る)・にしまち

　　６０２-８３７４・京都府京都市上京区西町（一条通御前西入３丁目下る)、・にしまち

　　６０２-８３７４・京都府京都市上京区西町（一条通御前西入３筋目)、・にしまち

　　６０２-８３７４・京都府京都市上京区西町（一条通御前西入下る)、・にしまち

　　６０２-８３７４・京都府京都市上京区西町（一条通御前西入下る３丁目)、・にしまち

　　６０２-８３７４・京都府京都市上京区西町（一条通紙屋川東入上る)、・にしまち

　　６０２-８３７４・京都府京都市上京区西町（一条通紙屋川東入下る）・にしまち

　　６０２-８３７４・京都府京都市上京区西町（天神道一条上る）・にしまち

　　６０２-８３７４・京都府京都市上京区西町（天神道一条下る）・にしまち

　　６０２-８３７４・京都府京都市上京区西町（天神道仁和寺街道上る）・にしまち

　　６０２-０９５６・京都府京都市上京区西町（東堀川通元誓願寺下る）・にしまち

　　６０２-０９５６・京都府京都市上京区西町（元誓願寺通油小路西入）・にしまち

　　６０２-０９５６・京都府京都市上京区西町（元誓願寺通東堀川東入）・にしまち

　　６０２-８１４８・京都府京都市上京区西丸太町・にしまるたちよう

　　６０２-０９３６・京都府京都市上京区西無車小路町・にしむしやこうじちよう

　　６０２-８４９１・京都府京都市上京区西社町・にしやしろちよう

　　６０２-８３９４・京都府京都市上京区西柳町・にしやなぎちよう

　　６０２-８０３６・京都府京都市上京区西山崎町・にしやまざきちよう

　　６０２-８３０１・京都府京都市上京区西芦山寺町・にしろざんじちよう

　　６０２-００９７・京都府京都市上京区西若宮北半町・にしわかみやきたはんちよう

　　６０２-００９６・京都府京都市上京区西若宮南半町・にしわかみやみなみはんちよう

　　６０２-０８２８・京都府京都市上京区二神町・にしんちよう

　　６０２-８１２８・京都府京都市上京区二町目（松屋町通椹木町上る）・にちようめ

　　６０２-８１２８・京都府京都市上京区二町目（松屋町通下立売下る）・にちようめ

　　６０２-８０５８・京都府京都市上京区二町目（上長者町通東堀川東入）・にちようめ

　　６０２-８０５８・京都府京都市上京区二町目（東堀川通上長者町下る）・にちようめ

　　６０２-８０５８・京都府京都市上京区二町目（東堀川通下長者町上る）・にちようめ

　　６０２-８０５８・京都府京都市上京区二町目（東堀川通上長者町上る）・にちようめ

　　６０２-８３４４・京都府京都市上京区二番町・にはﾞんちよう

　　６０２-８１６７・京都府京都市上京区二本松町・にほんまつちよう

　　６０２-８２３１・京都府京都市上京区如水町・によすいちよう

　　６０２-８１０６・京都府京都市上京区秤口町・はかりぐちちよう

　　６０２-８３８６・京都府京都市上京区馬喰町・はﾞくろちよう

　　６０２-８２１２・京都府京都市上京区橋詰町・はしつﾞめちよう

　　６０２-８１２３・京都府京都市上京区橋西二町目・はしにし２ちようめ

　　６０２-８４３３・京都府京都市上京区橋之上町・はしのうえちよう

　　６０２-８０６３・京都府京都市上京区橋本町・はしもとちよう

　　６０２-８２７３・京都府京都市上京区長谷町・はせちよう

　　６０２-００３５・京都府京都市上京区畠山町・はたけやまちよう

　　６０２-００１６・京都府京都市上京区畠中町・はたなかちよう

　　６０２-８３０５・京都府京都市上京区花車町・はなくるまちよう

　　６０２-０９１４・京都府京都市上京区花立町・はなたてちよう

　　６０２-０９４８・京都府京都市上京区針屋町・はりやちよう

　　６０２-８０２６・京都府京都市上京区春帯町・はるおびちよう

　　６０２-８４７３・京都府京都市上京区般舟院前町・はんしゆういんまえちよう

　　６０２-８２９５・京都府京都市上京区東石橋町・ひがしいしはﾞしちよう



　　６０２-８４３１・京都府京都市上京区東石屋町・ひがしいしやちよう

　　６０２-８３８７・京都府京都市上京区東今小路町・ひがしいまこうじちよう

　　６０２-０９５１・京都府京都市上京区東今町・ひがしいまちよう

　　６０２-８０３８・京都府京都市上京区東魚屋町・ひがしうおやちよう

　　６０２-８０３１・京都府京都市上京区東裏辻町・ひがしうらつじちよう

　　６０２-０８５８・京都府京都市上京区東桜町・ひがしさくらちよう

　　６０２-８４６８・京都府京都市上京区東上善寺町・ひがしじようぜんじちよう

　　６０２-８１６２・京都府京都市上京区東神明町・ひがししんめいちよう

　　６０２-８４１６・京都府京都市上京区東千本町・ひがしせんほﾞんちよう

　　６０２-８０２７・京都府京都市上京区東立売町・ひがしたちうりちよう

　　６０２-８１０１・京都府京都市上京区東辰巳町・ひがしたつみちよう

　　６０２-８３７７・京都府京都市上京区東竪町・ひがしたてちよう

　　６０２-８００７・京都府京都市上京区東長者町・ひがしちようじやちよう

　　６０２-０８７４・京都府京都市上京区東土御門町・ひがしつちみかどちよう

　　６０２-８１０２・京都府京都市上京区東天秤町・ひがしてんびんちよう

　　６０２-８０４４・京都府京都市上京区東橋詰町（下立売通堀川東入）・ひがしはしつﾞめちよう

　　６０２-８０６６・京都府京都市上京区東橋詰町（中立売通堀川東入）・ひがしはしつﾞめちよう

　　６０２-０９１７・京都府京都市上京区東日野殿町・ひがしひのどのちよう

　　６０２-８２５５・京都府京都市上京区東堀町・ひがしほりちよう

　　６０２-０９１３・京都府京都市上京区東町（中立売通烏丸西入）・ひがしまち

　　６０２-０９１３・京都府京都市上京区東町（中立売通室町東入）・ひがしまち

　　６０２-８３４６・京都府京都市上京区東町（一条通下ノ森西入）・ひがしまち

　　６０２-８３４６・京都府京都市上京区東町（一条通下ノ森東入）・ひがしまち

　　６０２-８３４６・京都府京都市上京区東町（一条通七本松西入）・ひがしまち

　　６０２-８３４６・京都府京都市上京区東町（中立売通七本松西入）・ひがしまち

　　６０２-０９４７・京都府京都市上京区東町（元誓願寺通小川西入）・ひがしまち

　　６０２-８４１７・京都府京都市上京区東社町・ひがしやしろちよう

　　６０２-８３１７・京都府京都市上京区東柳町・ひがしやなぎちよう

　　６０２-００８６・京都府京都市上京区東若宮町・ひがしわかみやちよう

　　６０２-００６５・京都府京都市上京区挽木町・ひきぎちよう

　　６０２-８２３６・京都府京都市上京区庇町・ひさしちよう

　　６０２-８２６６・京都府京都市上京区菱丸町・ひしまるちよう

　　６０２-８１２５・京都府京都市上京区菱屋町（大宮通椹木町上る）・ひしやちよう

　　６０２-８１２５・京都府京都市上京区菱屋町（大宮通下立売下る）・ひしやちよう

　　６０２-８１２５・京都府京都市上京区菱屋町（椹木町通大宮西入）・ひしやちよう

　　６０２-８１２５・京都府京都市上京区菱屋町（椹木町通大宮東入）・ひしやちよう

　　６０２-８４５１・京都府京都市上京区菱屋町（中筋通浄福寺東入）・ひしやちよう

　　６０２-８４５１・京都府京都市上京区菱屋町（中筋通智恵光院西入）・ひしやちよう

　　６０２-８２２７・京都府京都市上京区毘沙門町（大宮通一条上る東入）・びしやもんちよう

　　６０２-８２２７・京都府京都市上京区毘沙門町（黒門通一条上る）・びしやもんちよう

　　６０２-８２２７・京都府京都市上京区毘沙門町（黒門通元誓願寺下る）・びしやもんちよう

　　６０２-８２２７・京都府京都市上京区毘沙門町（黒門通元誓願寺下る西入）・びしやもんちよう

　　６０２-８２２７・京都府京都市上京区毘沙門町（黒門通一条上る西入）・びしやもんちよう

　　６０２-０８１６・京都府京都市上京区毘沙門町（上立売通寺町西入)・びしやもんちよう

　　６０２-０８１６・京都府京都市上京区毘沙門町（上立売通寺町西入上る)・びしやもんちよう

　　６０２-０８１６・京都府京都市上京区毘沙門町（上立売通寺町西入下る)・びしやもんちよう

　　６０２-０８１６・京都府京都市上京区毘沙門町（上立売通寺町西入４筋目下る)、・びしやもんちよ

う

　　６０２-０８１６・京都府京都市上京区毘沙門町（寺町通今出川上る１筋目西入)・びしやもんちよう

　　６０２-０８１６・京都府京都市上京区毘沙門町（寺町通今出川上る２丁目)・びしやもんちよう

　　６０２-０８１６・京都府京都市上京区毘沙門町（寺町通今出川上る２丁目西入)・びしやもんちよう

　　６０２-０８１６・京都府京都市上京区毘沙門町（寺町通今出川上る３丁目)・びしやもんちよう

　　６０２-０８１６・京都府京都市上京区毘沙門町（寺町通今出川上る３丁目西入）・びしやもんちよう

　　６０２-０８１６・京都府京都市上京区毘沙門町（寺町通今出川上る４丁目）・びしやもんちよう

　　６０２-０８１６・京都府京都市上京区毘沙門町（寺町通今出川上る４丁目西入）・びしやもんちよう

　　６０２-０８１６・京都府京都市上京区毘沙門町（寺町通今出川２丁目上る西入）・びしやもんちよう

　　６０２-０８１６・京都府京都市上京区毘沙門町（寺町通今出川２丁目上る西入）・びしやもんちよう

　　６０２-０８１６・京都府京都市上京区毘沙門町（塔之段寺町通今出川上る）・びしやもんちよう

　　６０２-８３２５・京都府京都市上京区毘沙門町（今出川通七本松西入）・びしやもんちよう

　　６０２-８３２５・京都府京都市上京区毘沙門町（今出川通七本松西入上る）・びしやもんちよう

　　６０２-８３２５・京都府京都市上京区毘沙門町（七本松通今出川上る）・びしやもんちよう

　　６０２-８３２５・京都府京都市上京区毘沙門町（七本松通今出川下る）・びしやもんちよう

　　６０２-８３２５・京都府京都市上京区毘沙門町（七本松通元誓願寺上る）・びしやもんちよう

　　６０２-８３２５・京都府京都市上京区毘沙門町（七本松通五辻下る）・びしやもんちよう

　　６０２-０８１７・京都府京都市上京区毘沙門横町・びしやもんよこちよう

　　６０２-８２５９・京都府京都市上京区常陸町・ひたちちよう

　　６０２-８２３５・京都府京都市上京区飛弾殿町・ひだどのちよう

　　６０２-８４２５・京都府京都市上京区樋之口町・ひのくちちよう

　　６０２-８２７６・京都府京都市上京区百万遍町・ひやくまんべんちよう

　　６０２-００３７・京都府京都市上京区瓢箪図子町・ひようたんずしちよう



　　６０２-０９１１・京都府京都市上京区広橋殿町・ひろはしどのちよう

　　６０２-８０２９・京都府京都市上京区武衛陣町・ぶえいじんちよう

　　６０２-８１６６・京都府京都市上京区福島町・ふくしまちよう

　　６０２-８２３３・京都府京都市上京区福大明神町・ふくだいみようじんちよう

　　６０２-０９０７・京都府京都市上京区福長町・ふくながちよう

　　６０２-８２９１・京都府京都市上京区福本町・ふくもとちよう

　　６０２-０８６８・京都府京都市上京区袋町・ふくろちよう

　　６０２-８４２３・京都府京都市上京区藤木町・ふじのきちよう

　　６０２-０８０７・京都府京都市上京区不動前町・ふどうまえちよう

　　６０２-００２６・京都府京都市上京区古木町・ふるきちよう

　　６０２-８４０８・京都府京都市上京区古美濃部町・ふるみのべちよう

　　６０２-８３１３・京都府京都市上京区風呂屋町・ふろやちよう

　　６０２-８１７４・京都府京都市上京区分銅町・ぶんどうちよう

　　６０２-０９３９・京都府京都市上京区弁財天町・べんざいてんちよう

　　６０２-８１６８・京都府京都市上京区弁天町・べんてんちよう

　　６０２-００６２・京都府京都市上京区宝鏡院東町・ほうきよういんひがしまち

　　６０２-８３５７・京都府京都市上京区鳳瑞町・ほうずいちよう

　　６０２-８４９６・京都府京都市上京区木瓜原町・ほﾞけはらちよう

　　６０２-８４７５・京都府京都市上京区牡丹鉾町・ほﾞたんほﾞこちよう

　　６０２-８２２１・京都府京都市上京区堀川上之町・ほりかわかみのちよう

　　６０２-８２３２・京都府京都市上京区堀川下之町・ほりかわしものちよう

　　６０２-８３６７・京都府京都市上京区堀川町・ほりかわちよう

　　６０２-０９３１・京都府京都市上京区堀出シ町・ほりだしちよう

　　６０２-００５７・京都府京都市上京区堀之上町・ほりのうえちよう

　　６０２-８０２１・京都府京都市上京区堀松町・ほりまつちよう

　　６０２-００６１・京都府京都市上京区本法寺前町・ほんほﾟうじまえちよう

　　６０２-０８１２・京都府京都市上京区本満寺前町・ほんまんじまえちよう

　　６０２-８４１５・京都府京都市上京区前之町・まえのちよう

　　６０２-００３６・京都府京都市上京区蒔鳥屋町・まきとりやちよう

　　６０２-８４８８・京都府京都市上京区真倉町・まくらちよう

　　６０２-０８７７・京都府京都市上京区桝屋町（河原町通丸太町上る）・ますやちよう

　　６０２-８２０１・京都府京都市上京区桝屋町（笹屋町通大宮西入）・ますやちよう

　　６０２-８２０１・京都府京都市上京区桝屋町（笹屋町通智恵光院東入）・ますやちよう

　　６０２-８１１１・京都府京都市上京区桝屋町（西堀川通下長者町下る）・ますやちよう)

　　６０２-８１１１・京都府京都市上京区桝屋町（西堀川通出水上る）・ますやちよう)

　　６０２-０８６７・京都府京都市上京区松蔭町・まつかげちよう

　　６０２-８３３８・京都府京都市上京区松永町・まつながちよう

　　６０２-０８１９・京都府京都市上京区松之木町・まつのきちよう

　　６０２-８０６８・京都府京都市上京区松之下町・まつのしたちよう

　　６０２-８４６５・京都府京都市上京区松屋町・まつやちよう

　　６０２-８１３９・京都府京都市上京区丸屋町・まるやちよう

　　６０２-８４２６・京都府京都市上京区曼陀羅町・まんだらちよう

　　６０２-００５８・京都府京都市上京区水落町・みずおちちよう

　　６０２-８３１９・京都府京都市上京区溝前町・みぞまえちよう

　　６０２-８１５３・京都府京都市上京区南伊勢屋町・みなみいせやちよう

　　６０２-８１２２・京都府京都市上京区南蟹屋町・みなみかにやちよう

　　６０２-０９４１・京都府京都市上京区南兼康町・みなみかねやすちよう

　　６０２-８２５３・京都府京都市上京区南小大門町・みなみこだいもんちよう

　　６０２-８３２７・京都府京都市上京区南佐竹町・みなみさたけちよう

　　６０２-８１０８・京都府京都市上京区南清水町・みなみしみずちよう

　　６０２-８３２１・京都府京都市上京区南上善寺町・みなみじようぜんじちよう

　　６０２-８２０６・京都府京都市上京区南新在家町・みなみしんざいけちよう

　　６０２-８２４８・京都府京都市上京区南俵町・みなみたわらちよう

　　６０２-０８６５・京都府京都市上京区南町・みなみちよう

　　６０２-８４６６・京都府京都市上京区南辻町・みなみつじちよう

　　６０２-００５５・京都府京都市上京区南舟橋町・みなみふなはしちよう

　　６０２-８２１７・京都府京都市上京区南門前町・みなみもんぜんちよう

　　６０２-０８５３・京都府京都市上京区宮垣町・みやがきちよう

　　６０２-０００５・京都府京都市上京区妙顕寺前町・みようけんじまえちよう

　　６０２-８４１８・京都府京都市上京区妙蓮寺前町・みようれんじまえちよう

　　６０２-０８２３・京都府京都市上京区三芳町・みよしちよう

　　６０２-０９３３・京都府京都市上京区武者小路町・むしやこうじちよう

　　６０２-８２１１・京都府京都市上京区村雲町・むらくもちよう

　　６０２-００２９・京都府京都市上京区室町頭町・むろまちかしらちよう

　　６０２-８４３５・京都府京都市上京区元伊佐町・もといさちよう

　　６０２-８３２４・京都府京都市上京区元観音町・もとかんのんちよう

　　６０２-８４４８・京都府京都市上京区元北小路町・もときたこうじちよう

　　６０２-８００１・京都府京都市上京区元浄花院町・もとじようかいんちよう

　　６０２-００４２・京都府京都市上京区元新在家町・もとしんざいけちよう

　　６０２-０９２６・京都府京都市上京区元真如堂町・もとしんによどうちよう



　　６０２-０９３８・京都府京都市上京区元図子町・もとずしちよう

　　６０２-８００５・京都府京都市上京区元頂妙寺町・もとちようみようじちよう

　　６０２-８００６・京都府京都市上京区元土御門町・もとつちみかどちよう

　　６０２-８４５２・京都府京都市上京区元中之町・もとなかのちよう

　　６０２-０９５３・京都府京都市上京区元百万遍町・もとひやくまんべんちよう

　　６０２-８１１３・京都府京都市上京区元福大明神町・もとふくだいみようじんちよう

　　６０２-００４３・京都府京都市上京区元本満寺町・もとほんまんじちよう

　　６０２-８４４３・京都府京都市上京区元妙蓮寺町・もとみようれんじちよう

　　６０２-８４６４・京都府京都市上京区元四丁目・もとよんちようめ

　　６０２-８１２４・京都府京都市上京区森中町・もりなかちよう

　　６０２-００１１・京都府京都市上京区森之木町・もりのきちよう

　　６０２-８０２８・京都府京都市上京区門跡町・もんぜきちよう

　　６０２-８４４７・京都府京都市上京区紋屋町・もんやちよう

　　６０２-８４４２・京都府京都市上京区薬師町・やくしちよう

　　６０２-８４０１・京都府京都市上京区薬師前町・やくしまえちよう

　　６０２-８２４１・京都府京都市上京区役人町・やくにんちよう

　　６０２-００９５・京都府京都市上京区社突抜町・やしろつきぬけちよう

　　６０２-００９４・京都府京都市上京区社横町・やしろよこちよう

　　６０２-００２１・京都府京都市上京区柳図子町・やなぎのずしちよう

　　６０２-０８３８・京都府京都市上京区柳風呂町・やなぎふろちよう

　　６０２-８０３７・京都府京都市上京区八幡町・やはたちよう

　　６０２-８０４１・京都府京都市上京区藪之内町・やぶのうちちよう

　　６０２-０８０６・京都府京都市上京区藪之下町・やぶのしたちよう

　　６０２-８２６８・京都府京都市上京区山里町・やまざとちよう

　　６０２-８４２２・京都府京都市上京区山名町・やまなちよう

　　６０２-８１７１・京都府京都市上京区山本町・やまもとちよう

　　６０２-８３６６・京都府京都市上京区行衛町・ゆくえちよう

　　６０２-８０２２・京都府京都市上京区養安町・ようあんちよう

　　６０２-８４４９・京都府京都市上京区横大宮町・よこおおみやちよう

　　６０２-８２２３・京都府京都市上京区横神明町・よこしんめいちよう

　　６０２-８１１７・京都府京都市上京区吉野町・よしのちよう

　　６０２-８１１２・京都府京都市上京区四町目（西堀川通下立売上る）・よんちようめ

　　６０２-８１１２・京都府京都市上京区四町目（西堀川通出水下る）・よんちようめ

　　６０２-８０４５・京都府京都市上京区四町目（出水通油小路西入)・よんちようめ

　　６０２-８０４５・京都府京都市上京区四町目（出水通堀川東入)・よんちようめ

　　６０２-８０４５・京都府京都市上京区四町目（出水通堀川東入下る)・よんちようめ

　　６０２-８０４５・京都府京都市上京区四町目（出水通油小路西入)・よんちようめ

　　６０２-８０４５・京都府京都市上京区四町目（出水通堀川東入)・よんちようめ

　　６０２-８０４５・京都府京都市上京区四町目（出水通堀川東入下る)・よんちようめ

　　６０２-８０４５・京都府京都市上京区四町目（出水通東堀川東入)・よんちようめ

　　６０２-８０４５・京都府京都市上京区四町目（下立売通堀川東入)・よんちようめ

　　６０２-８０４５・京都府京都市上京区四町目（下立売通堀川東入上る)・よんちようめ

　　６０２-８０４５・京都府京都市上京区四町目（下立売通堀川東入下る)・よんちようめ

　　６０２-８１５４・京都府京都市上京区四町目（竹屋町通日暮西入）・よんちようめ

　　６０２-８１５４・京都府京都市上京区四町目（日暮通竹屋町上る）・よんちようめ

　　６０２-８１５４・京都府京都市上京区四町目（日暮通丸太町下る）・よんちようめ

　　６０２-８１５４・京都府京都市上京区四町目（日暮通丸太町下る西入）・よんちようめ

　　６０２-８３４７・京都府京都市上京区四番町・よんはﾞんちよう

　　６０２-８３４３・京都府京都市上京区利生町・りせいちよう

　　６０２-０８３１・京都府京都市上京区立本寺前町・りゆうほんじまえちよう

　　６０２-８０１６・京都府京都市上京区両御霊町・りようごりようちよう

　　６０２-８０３５・京都府京都市上京区六町目・ろくちようめ

　　６０２-８３５１・京都府京都市上京区六番町・ろくはﾞんちよう

　　６０２-８３３１・京都府京都市上京区若松町・わかまつちよう

　　６０２-００８５・京都府京都市上京区若宮竪町・わかみやたてちよう

　　６０２-００８４・京都府京都市上京区若宮横町・わかみやよこちよう

　　６０２-８２５８・京都府京都市上京区和水町・わすいちよう

　　６０２-８１４４・京都府京都市上京区藁屋町・わらやちよう

　　６０６-００００・京都府京都市左京区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６０６-８３７１・京都府京都市左京区秋築町・あきつきちよう

　　６０６-８４３６・京都府京都市左京区粟田口鳥居町・あわたぐちとりいちよう

　　６０６-８４５２・京都府京都市左京区粟田口如意ケ嶽町・あわたぐちによいがたけちよう

　　６０６-８４４３・京都府京都市左京区粟田口山下町・あわたぐちやましたちよう

　　６０６-８３５６・京都府京都市左京区石原町・いしわらちよう

　　６０６-８１２１・京都府京都市左京区一乗寺青城町・いちじようじあおじようちよう

　　６０６-８１８２・京都府京都市左京区一乗寺赤ノ宮町・いちじようじあかのみやちよう

　　６０６-８１６６・京都府京都市左京区一乗寺庵野町・いちじようじいおりのちよう

　　６０６-８１３１・京都府京都市左京区一乗寺稲荷町・いちじようじいなりちよう

　　６０６-８１７３・京都府京都市左京区一乗寺梅ノ木町・いちじようじうめのきちよう

　　６０６-８１５８・京都府京都市左京区一乗寺大谷・いちじようじおおたに



　　６０６-８１８７・京都府京都市左京区一乗寺大原田町・いちじようじおおはらだちよう

　　６０６-８１３３・京都府京都市左京区一乗寺月輪寺町・いちじようじがつりんじちよう

　　６０６-８１７２・京都府京都市左京区一乗寺河原田町・いちじようじかわはらだちよう

　　６０６-８１１４・京都府京都市左京区一乗寺北大丸町・いちじようじきたおおまるちよう

　　６０６-８１６１・京都府京都市左京区一乗寺木ノ本町・いちじようじきのもとちよう

　　６０６-８１６２・京都府京都市左京区一乗寺御祭田町・いちじようじごさいでんちよう

　　６０６-８１４７・京都府京都市左京区一乗寺小谷町・いちじようじこたにちよう

　　６０６-８１５７・京都府京都市左京区一乗寺才形町・いちじようじさいかたちよう

　　６０６-８１５２・京都府京都市左京区一乗寺下リ松町・いちじようじさがりまつちよう

　　６０６-８１１５・京都府京都市左京区一乗寺里ノ西町・いちじようじさとのにしちよう

　　６０６-８１１７・京都府京都市左京区一乗寺里ノ前町・いちじようじさとのまえちよう

　　６０６-８１８１・京都府京都市左京区一乗寺地蔵本町・いちじようじじぞうもとちよう

　　６０６-８１２５・京都府京都市左京区一乗寺清水町・いちじようじしみずちよう

　　６０６-８１４１・京都府京都市左京区一乗寺釈迦堂町・いちじようじしやかどうちよう

　　６０６-８１７４・京都府京都市左京区一乗寺染殿町・いちじようじそめどのちよう

　　６０６-８１８３・京都府京都市左京区一乗寺大新開町・いちじようじだいしんかいちよう

　　６０６-８１８５・京都府京都市左京区一乗寺高槻町・いちじようじたかつきちよう

　　６０６-８１３４・京都府京都市左京区一乗寺竹ノ内町・いちじようじたけのうちちよう

　　６０６-８１５３・京都府京都市左京区一乗寺谷田町・いちじようじたにだちよう

　　６０６-８１７６・京都府京都市左京区一乗寺塚本町・いちじようじつかもとちよう

　　６０６-８１７５・京都府京都市左京区一乗寺築田町・いちじようじつくだちよう

　　６０６-８１６４・京都府京都市左京区一乗寺出口町・いちじようじでぐちちよう

　　６０６-８１４４・京都府京都市左京区一乗寺堂ノ前町・いちじようじどうのまえちよう

　　６０６-８１４２・京都府京都市左京区一乗寺燈籠本町・いちじようじとうろうもとちよう

　　６０６-８１６３・京都府京都市左京区一乗寺中ノ田町・いちじようじなかのだちよう

　　６０６-８１２７・京都府京都市左京区一乗寺西浦畑町・いちじようじにしうらはﾞたちよう

　　６０６-８１１２・京都府京都市左京区一乗寺西杉ノ宮町・いちじようじにしすぎのみやちよう

　　６０６-８１２３・京都府京都市左京区一乗寺西閉川原町・いちじようじにしとじかわらちよう

　　６０６-８１７１・京都府京都市左京区一乗寺西水干町・いちじようじにしみずほﾞしちよう

　　６０６-８１６５・京都府京都市左京区一乗寺野田町・いちじようじのだちよう

　　６０６-８１５１・京都府京都市左京区一乗寺花ノ木町・いちじようじはなのきちよう

　　６０６-８１３２・京都府京都市左京区一乗寺馬場町・いちじようじはﾞはﾞちよう

　　６０６-８１４５・京都府京都市左京区一乗寺葉山町・いちじようじはやまちよう

　　６０６-８１８４・京都府京都市左京区一乗寺払殿町・いちじようじはらいとのちよう

　　６０６-８１３６・京都府京都市左京区一乗寺東浦町・いちじようじひがしうらちよう

　　６０６-８１１３・京都府京都市左京区一乗寺東杉ノ宮町・いちじようじひがしすぎのみやちよう

　　６０６-８１２２・京都府京都市左京区一乗寺東閉川原町・いちじようじひがしとじかわらちよう

　　６０６-８１７７・京都府京都市左京区一乗寺東水干町・いちじようじひがしみずほﾞしちよう

　　６０６-８１６７・京都府京都市左京区一乗寺樋ノ口町・いちじようじひのくちちよう

　　６０６-８１４３・京都府京都市左京区一乗寺堀ノ内町・いちじようじほりのうちちよう

　　６０６-８１２４・京都府京都市左京区一乗寺松田町・いちじようじまつだちよう

　　６０６-８１５６・京都府京都市左京区一乗寺松原町・いちじようじまつはらちよう

　　６０６-８１３５・京都府京都市左京区一乗寺水掛町・いちじようじみずがけちよう

　　６０６-８１８６・京都府京都市左京区一乗寺南大丸町・いちじようじみなみおおまるちよう

　　６０６-８１１６・京都府京都市左京区一乗寺宮ノ東町・いちじようじみやのひがしちよう

　　６０６-８１２６・京都府京都市左京区一乗寺向畑町・いちじようじむかいはﾞたちよう

　　６０６-８１５４・京都府京都市左京区一乗寺門口町・いちじようじもんぐちちよう

　　６０６-８１５５・京都府京都市左京区一乗寺薬師堂町・いちじようじやくしどうちよう

　　６０６-８１４６・京都府京都市左京区一乗寺病ダレ・いちじようじやまいだれ

　　６０１-１１２４・京都府京都市左京区岩倉上蔵町（２６７、２６８)・いわくらあぐらちよう(２６

７､２６８)

　　６０６-００１７・京都府京都市左京区岩倉上蔵町（その他）・いわくらあぐらちよう(そのた)

　　６０６-０００１・京都府京都市左京区岩倉大鷺町・いわくらおおさぎちよう

　　６０６-０００４・京都府京都市左京区岩倉北池田町・いわくらきたいけだちよう

　　６０６-０００９・京都府京都市左京区岩倉北桑原町・いわくらきたくわはらちよう

　　６０６-００２９・京都府京都市左京区岩倉北平岡町・いわくらきたひらおかちよう

　　６０６-００１０・京都府京都市左京区岩倉北四ノ坪町・いわくらきたよんのつほﾞちよう

　　６０１-１１２５・京都府京都市左京区岩倉木野町（２５１)・いわくらきのちよう(２５１)

　　６０６-００１６・京都府京都市左京区岩倉木野町（その他）・いわくらきのちよう(そのた)

　　６０６-００１３・京都府京都市左京区岩倉下在地町・いわくらしもざいじちよう

　　６０６-００２１・京都府京都市左京区岩倉忠在地町・いわくらちゆうざいじちよう

　　６０６-０００２・京都府京都市左京区岩倉中大鷺町・いわくらなかおおさぎちよう

　　６０６-００１８・京都府京都市左京区岩倉中河原町・いわくらなかかわらちよう

　　６０６-００２７・京都府京都市左京区岩倉中在地町・いわくらなかざいじちよう

　　６０６-００２６・京都府京都市左京区岩倉長谷町・いわくらながたにちよう

　　６０６-００２５・京都府京都市左京区岩倉中町・いわくらなかまち

　　６０６-００１４・京都府京都市左京区岩倉西河原町・いわくらにしがわらちよう

　　６０６-０００６・京都府京都市左京区岩倉西五田町・いわくらにしごだちよう

　　６０６-００１１・京都府京都市左京区岩倉西宮田町・いわくらにしみやたちよう

　　６０６-００１５・京都府京都市左京区岩倉幡枝町・いわくらはたえだちよう



　　６０６-００２４・京都府京都市左京区岩倉花園町・いわくらはなぞのちよう

　　６０６-０００７・京都府京都市左京区岩倉東五田町・いわくらひがしごだちよう

　　６０６-００１２・京都府京都市左京区岩倉東宮田町・いわくらひがしみやたちよう

　　６０６-０００８・京都府京都市左京区岩倉三笠町・いわくらみかさちよう

　　６０６-０００５・京都府京都市左京区岩倉南池田町・いわくらみなみいけだちよう

　　６０６-０００３・京都府京都市左京区岩倉南大鷺町・いわくらみなみおおさぎちよう

　　６０６-００１９・京都府京都市左京区岩倉南河原町・いわくらみなみかわらちよう

　　６０６-００２８・京都府京都市左京区岩倉南木野町・いわくらみなみきのちよう

　　６０６-００３１・京都府京都市左京区岩倉南桑原町・いわくらみなみくわはらちよう

　　６０６-００３２・京都府京都市左京区岩倉南平岡町・いわくらみなみひらおかちよう

　　６０６-００２３・京都府京都市左京区岩倉南三宅町・いわくらみなみみやけちよう

　　６０６-００３３・京都府京都市左京区岩倉南四ノ坪町・いわくらみなみよんのつほﾞちよう

　　６０６-００２２・京都府京都市左京区岩倉三宅町・いわくらみやけちよう

　　６０６-００３４・京都府京都市左京区岩倉村松町・いわくらむらまつちよう

　　６０６-８４４５・京都府京都市左京区永観堂町・えいかんどうちよう

　　６０６-８４３３・京都府京都市左京区永観堂西町・えいかんどうにしまち

　　６０６-８３７６・京都府京都市左京区大菊町・おおきくちよう

　　６０１-１２４６・京都府京都市左京区大原井出町・おおはらいでちよう

　　６０１-１２４４・京都府京都市左京区大原上野町・おおはらうえのちよう

　　６０１-１２４３・京都府京都市左京区大原大長瀬町・おおはらおおながせちよう

　　６０１-１２３２・京都府京都市左京区大原大見町・おおはらおおみちよう

　　６０１-１２３１・京都府京都市左京区大原尾越町・おおはらおごせちよう

　　６０１-１２４８・京都府京都市左京区大原草生町・おおはらくさおちよう

　　６０１-１２３５・京都府京都市左京区大原古知平町・おおはらこちひらちよう

　　６０１-１２３４・京都府京都市左京区大原小出石町・おおはらこでいしちよう

　　６０１-１２４１・京都府京都市左京区大原勝林院町・おおはらしようりんいんちよう

　　６０１-１２４５・京都府京都市左京区大原戸寺町・おおはらとでらちよう

　　６０１-１２４７・京都府京都市左京区大原野村町・おおはらのむらちよう

　　６０１-１２３３・京都府京都市左京区大原百井町・おおはらももいちよう

　　６０１-１２４２・京都府京都市左京区大原来迎院町・おおはららいこういんちよう

　　６０６-８３２２・京都府京都市左京区岡崎入江町・おかざきいりえちよう

　　６０６-８３４４・京都府京都市左京区岡崎円勝寺町・おかざきえんしようじちよう

　　６０６-８３３６・京都府京都市左京区岡崎北御所町・おかざききたごしよちよう

　　６０６-８３４２・京都府京都市左京区岡崎最勝寺町・おかざきさいしようじちよう

　　６０６-８４１５・京都府京都市左京区岡崎真如堂前町・おかざきしんによどうまえちよう

　　６０６-８３４３・京都府京都市左京区岡崎成勝寺町・おかざきせいしようじちよう

　　６０６-８３３５・京都府京都市左京区岡崎天王町・おかざきてんのうちよう

　　６０６-８３５１・京都府京都市左京区岡崎徳成町・おかざきとくせいちよう

　　６０６-８３４１・京都府京都市左京区岡崎西天王町・おかざきにしてんのうちよう

　　６０６-８３２６・京都府京都市左京区岡崎西福ノ川町・おかざきにしふくのかわちよう

　　６０６-８３３２・京都府京都市左京区岡崎東天王町・おかざきひがしてんのうちよう

　　６０６-８３２１・京都府京都市左京区岡崎東福ノ川町・おかざきひがしふくのかわちよう

　　６０６-８３３３・京都府京都市左京区岡崎法勝寺町・おかざきほうしようじちよう

　　６０６-８３３４・京都府京都市左京区岡崎南御所町・おかざきみなみごしよちよう

　　６０６-８３５４・京都府京都市左京区頭町・かしらちよう

　　６０６-００５７・京都府京都市左京区上高野池ノ内町・かみたかのいけのうちちよう

　　６０６-００４１・京都府京都市左京区上高野石田町・かみたかのいしだちよう

　　６０６-００５６・京都府京都市左京区上高野市川町・かみたかのいちかわちよう

　　６０６-００８７・京都府京都市左京区上高野稲荷町・かみたかのいなりちよう

　　６０６-００８８・京都府京都市左京区上高野植ノ町・かみたかのうえのちよう

　　６０６-００８９・京都府京都市左京区上高野上畑町・かみたかのうえはたちよう

　　６０６-００９１・京都府京都市左京区上高野大塚町・かみたかのおおつかちよう

　　６０６-００６２・京都府京都市左京区上高野大橋町・かみたかのおおはしちよう

　　６０６-００４８・京都府京都市左京区上高野大湯手町・かみたかのおおゆでちよう

　　６０６-００７７・京都府京都市左京区上高野奥小森町・かみたかのおくこもりちよう

　　６０６-００７５・京都府京都市左京区上高野奥東野町・かみたかのおくひがしのちよう

　　６０６-００５８・京都府京都市左京区上高野小野町・かみたかのおのちよう

　　６０６-００５５・京都府京都市左京区上高野尾保地町・かみたかのおほちちよう

　　６０６-００８４・京都府京都市左京区上高野鐘突町・かみたかのかねつきちよう

　　６０６-００７３・京都府京都市左京区上高野釜土町・かみたかのかまつちちよう

　　６０６-００９３・京都府京都市左京区上高野上荒蒔町・かみたかのかみあらまきちよう

　　６０６-００７２・京都府京都市左京区上高野掃部林町・かみたかのかもんはやしちよう

　　６０６-００６１・京都府京都市左京区上高野川原町・かみたかのかわらちよう

　　６０６-００５９・京都府京都市左京区上高野北川原町・かみたかのきたかわらちよう

　　６０６-００３６・京都府京都市左京区上高野北田町・かみたかのきたたちよう

　　６０６-００８６・京都府京都市左京区上高野木ノ下町・かみたかのきのしたちよう

　　６０６-００７６・京都府京都市左京区上高野口小森町・かみたかのぐちこもりちよう

　　６０６-００５３・京都府京都市左京区上高野車地町・かみたかのくるまじちよう

　　６０６-００６４・京都府京都市左京区上高野西明寺山・かみたかのさいみようじやま

　　６０６-００４２・京都府京都市左京区上高野鷺町・かみたかのさぎまち



　　６０６-００４７・京都府京都市左京区上高野薩田町・かみたかのさつたちよう

　　６０６-００９８・京都府京都市左京区上高野沢渕町・かみたかのさわぶちちよう

　　６０６-００５４・京都府京都市左京区上高野三反田町・かみたかのさんたんだちよう

　　６０６-００９２・京都府京都市左京区上高野下荒蒔町・かみたかのしもあらまきちよう

　　６０６-００７４・京都府京都市左京区上高野下東野町・かみたかのしもひがしのちよう

　　６０６-００６６・京都府京都市左京区上高野水車町・かみたかのすいしやちよう

　　６０６-００６３・京都府京都市左京区上高野大明神町・かみたかのだいみようじんちよう

　　６０６-００５２・京都府京都市左京区上高野鳥脇町・かみたかのとりわきちよう

　　６０６-００４４・京都府京都市左京区上高野仲町・かみたかのなかまち

　　６０６-００３７・京都府京都市左京区上高野流田町・かみたかのながれだちよう

　　６０６-００９５・京都府京都市左京区上高野西氷室町・かみたかのにしひむろちよう

　　６０６-００５１・京都府京都市左京区上高野野上町・かみたかののかみちよう

　　６０６-００８２・京都府京都市左京区上高野畑ケ田町・かみたかのはたがだちよう

　　６０６-００８１・京都府京都市左京区上高野畑町・かみたかのはたまち

　　６０６-００６５・京都府京都市左京区上高野八幡町・かみたかのはちまんちよう

　　６０６-００７８・京都府京都市左京区上高野東田町・かみたかのひがしだちよう

　　６０６-００９４・京都府京都市左京区上高野東氷室町・かみたかのひがしひむろちよう

　　６０６-００４５・京都府京都市左京区上高野深田町・かみたかのふかだちよう

　　６０６-００４３・京都府京都市左京区上高野古川町・かみたかのふるかわちよう

　　６０６-００７１・京都府京都市左京区上高野防山・かみたかのほﾞうやま

　　６０６-００９７・京都府京都市左京区上高野前田町・かみたかのまえだちよう

　　６０６-００８３・京都府京都市左京区上高野松田町・かみたかのまつだちよう

　　６０６-００３５・京都府京都市左京区上高野三宅町・かみたかのみやけちよう

　　６０６-００４６・京都府京都市左京区上高野諸木町・かみたかのもろきちよう

　　６０６-００９６・京都府京都市左京区上高野山ノ橋町・かみたかのやまのはしちよう

　　６０６-００８５・京都府京都市左京区上高野隣好町・かみたかのりんこうちよう

　　６０６-００６７・京都府京都市左京区上高野東山（その他）・かみたかのひがしやま(そのた)

　　６０１-１２５５・京都府京都市左京区上高野東山（５５)

　　６０１-１２５５・京都府京都市左京区上高野東山（５７－６)

　　６０１-１２５５・京都府京都市左京区上高野東山（６４)

　　６０１-１２５５・京都府京都市左京区上高野東山（６５)

　　６０１-１２５５・京都府京都市左京区上高野東山（７１－１)

　　６０１-１２５５・京都府京都市左京区上高野東山（７１－２１)

　　６０１-１２５５・京都府京都市左京区上高野東山（７２)

　　６０１-１２５５・京都府京都市左京区上高野東山（１８９)

　　６０１-１２５５・京都府京都市左京区上高野東山（１８９－１)

　　６０６-０８２１・京都府京都市左京区賀茂今井町・かもいまいちよう

　　６０６-０８２２・京都府京都市左京区賀茂半木町・かもはんぎちよう

　　６０６-８３６４・京都府京都市左京区菊鉾町・きくほこちよう

　　６０６-８２５６・京都府京都市左京区北白川伊織町・きたしらかわいおりちよう

　　６０６-８２９１・京都府京都市左京区北白川岩坂町・きたしらかわいわさかちよう

　　６０６-８２７１・京都府京都市左京区北白川瓜生山町・きたしらかわうりゆうざんちよう

　　６０６-８２２４・京都府京都市左京区北白川追分町・きたしらかわおいわけちよう

　　６０６-８２６４・京都府京都市左京区北白川小倉町・きたしらかわおぐらちよう

　　６０６-８２９２・京都府京都市左京区北白川重石町・きたしらかわかさねいしちよう

　　６０６-８２８７・京都府京都市左京区北白川上池田町・きたしらかわかみいけだちよう

　　６０６-８２５２・京都府京都市左京区北白川上終町・きたしらかわかみはてちよう

　　６０６-８２７５・京都府京都市左京区北白川上別当町・きたしらかわかみべつとうちよう

　　６０６-８２９５・京都府京都市左京区北白川清沢口町・きたしらかわきよざわぐちちよう

　　６０６-８２６６・京都府京都市左京区北白川久保田町・きたしらかわくほﾞたちよう

　　６０６-８４５５・京都府京都市左京区北白川小亀谷町・きたしらかわこがめだにちよう

　　６０６-８２９４・京都府京都市左京区北白川地蔵谷町・きたしらかわじぞうだにちよう

　　６０６-８２８３・京都府京都市左京区北白川仕伏町・きたしらかわしぶせちよう

　　６０６-８２８４・京都府京都市左京区北白川下池田町・きたしらかわしもいけだちよう

　　６０６-８２８６・京都府京都市左京区北白川下別当町・きたしらかわしもべつとうちよう

　　６０６-８２５３・京都府京都市左京区北白川瀬ノ内町・きたしらかわせのうちちよう

　　６０６-８２７４・京都府京都市左京区北白川大堂町・きたしらかわだいどうちよう

　　６０６-８２６２・京都府京都市左京区北白川蔦町・きたしらかわつたちよう

　　６０６-８２７７・京都府京都市左京区北白川堂ノ前町・きたしらかわどうのまえちよう

　　６０６-８２８２・京都府京都市左京区北白川外山町・きたしらかわとやまちよう

　　６０６-８４５１・京都府京都市左京区北白川中山町・きたしらかわなかやまちよう

　　６０６-８２５７・京都府京都市左京区北白川西伊織町・きたしらかわにしいおりちよう

　　６０６-８２５５・京都府京都市左京区北白川西瀬ノ内町・きたしらかわにしせのうちちよう

　　６０６-８２６１・京都府京都市左京区北白川西蔦町・きたしらかわにしつたちよう

　　６０６-８２４６・京都府京都市左京区北白川西平井町・きたしらかわにしひらいちよう

　　６０６-８２６７・京都府京都市左京区北白川西町・きたしらかわにしまち

　　６０６-８２５１・京都府京都市左京区北白川東伊織町・きたしらかわひがしいおりちよう

　　６０６-８２６５・京都府京都市左京区北白川東小倉町・きたしらかわひがしおぐらちよう

　　６０６-８２８５・京都府京都市左京区北白川東久保田町・きたしらかわひがしくほﾞたちよう

　　６０６-８２５４・京都府京都市左京区北白川東瀬ノ内町・きたしらかわひがしせのうちちよう



　　６０６-８２６３・京都府京都市左京区北白川東蔦町・きたしらかわひがしつたちよう

　　６０６-８２４４・京都府京都市左京区北白川東平井町・きたしらかわひがしひらいちよう

　　６０６-８２４５・京都府京都市左京区北白川平井町・きたしらかわひらいちよう

　　６０６-８２９３・京都府京都市左京区北白川琵琶町・きたしらかわびわちよう

　　６０６-８２７６・京都府京都市左京区北白川別当町・きたしらかわべつとうちよう

　　６０６-８２８１・京都府京都市左京区北白川丸山町・きたしらかわまるやまちよう

　　６０６-８４５３・京都府京都市左京区北白川南ケ原町・きたしらかわみなみがはらちよう

　　６０６-８４５４・京都府京都市左京区北白川向ケ谷町・きたしらかわむこうがだにちよう

　　６０６-８２７２・京都府京都市左京区北白川山田町・きたしらかわやまだちよう

　　６０６-８２７３・京都府京都市左京区北白川山ノ元町・きたしらかわやまのもとちよう

　　６０６-８３５２・京都府京都市左京区北門前町・きたもんぜんちよう

　　６０６-８４０２・京都府京都市左京区銀閣寺町・ぎんかくじちよう

　　６０６-８４０７・京都府京都市左京区銀閣寺前町・ぎんかくじまえちよう

　　５２０-０４６５・京都府京都市左京区久多上の町・くたかみのちよう

　　５２０-０４６４・京都府京都市左京区久多中の町・くたなかのちよう

　　５２０-０４６２・京都府京都市左京区久多下の町・くたしものちよう

　　５２０-０４６１・京都府京都市左京区久多川合町・くたかわいちよう

　　５２０-０４６３・京都府京都市左京区久多宮の町・くたみやのちよう

　　６０１-１１１２・京都府京都市左京区鞍馬貴船町・くらまきぶねちよう

　　６０１-１１１３・京都府京都市左京区鞍馬二ノ瀬町・くらまにのせちよう

　　６０１-１１１１・京都府京都市左京区鞍馬本町・くらまほんまち

　　６０６-８３３１・京都府京都市左京区黒谷町・くろだにちよう

　　６０６-８３６５・京都府京都市左京区讃州寺町・さんしゆうじちよう

　　６０６-８４４７・京都府京都市左京区鹿ケ谷上宮ノ前町・ししがたにかみみやのまえちよう

　　６０６-８４２８・京都府京都市左京区鹿ケ谷栗木谷町・ししがたにくりきたにちよう

　　６０６-８４２２・京都府京都市左京区鹿ケ谷御所ノ段町・ししがたにごしよのだんちよう

　　６０６-８４２３・京都府京都市左京区鹿ケ谷桜谷町・ししがたにさくらだにちよう

　　６０６-８４３１・京都府京都市左京区鹿ケ谷下宮ノ前町・ししがたにしもみやのまえちよう

　　６０６-８４４２・京都府京都市左京区鹿ケ谷大黒谷町・ししがたにだいこくだにちよう

　　６０６-８４３２・京都府京都市左京区鹿ケ谷高岸町・ししがたにたかぎしちよう

　　６０６-８４２６・京都府京都市左京区鹿ケ谷寺ノ前町・ししがたにてらのまえちよう

　　６０６-８４４１・京都府京都市左京区鹿ケ谷徳善谷町・ししがたにとくぜんだにちよう

　　６０６-８４２５・京都府京都市左京区鹿ケ谷西寺ノ前町・ししがたににしてらのまえちよう

　　６０６-８４２１・京都府京都市左京区鹿ケ谷法然院町・ししがたにほうねんいんちよう

　　６０６-８４２７・京都府京都市左京区鹿ケ谷法然院西町・ししがたにほうねんいんにしまち

　　６０６-８４２４・京都府京都市左京区鹿ケ谷宮ノ前町・ししがたにみやのまえちよう

　　６０１-１１２３・京都府京都市左京区静市市原町・しずいちいちはらちよう

　　６０１-１１２１・京都府京都市左京区静市静原町・しずいちしずはらちよう

　　６０１-１１２２・京都府京都市左京区静市野中町・しずいちのなかちよう

　　６０６-０８０７・京都府京都市左京区下鴨泉川町・しもがもいずみがわちよう

　　６０６-０８３４・京都府京都市左京区下鴨狗子田町・しもがもいのこだちよう

　　６０６-０８５１・京都府京都市左京区下鴨梅ノ木町・しもがもうめのきちよう

　　６０６-０８１５・京都府京都市左京区下鴨膳部町・しもがもかしわべちよう

　　６０６-０８１２・京都府京都市左京区下鴨上川原町・しもがもかみがわらちよう

　　６０６-０８５３・京都府京都市左京区下鴨岸本町・しもがもきしもとちよう

　　６０６-０８４２・京都府京都市左京区下鴨北芝町・しもがもきたしはﾞちよう

　　６０６-０８３１・京都府京都市左京区下鴨北園町・しもがもきたぞのちよう

　　６０６-０８４４・京都府京都市左京区下鴨北茶ノ木町・しもがもきたちやのきちよう

　　６０６-０８４６・京都府京都市左京区下鴨北野々神町・しもがもきたののがみちよう

　　６０６-０８１３・京都府京都市左京区下鴨貴船町・しもがもきぶねちよう

　　６０６-０８３５・京都府京都市左京区下鴨神殿町・しもがもこうどのちよう

　　６０６-０８１４・京都府京都市左京区下鴨芝本町・しもがもしはﾞもとちよう

　　６０６-０８０３・京都府京都市左京区下鴨下川原町・しもがもしもがわらちよう

　　６０６-０８６４・京都府京都市左京区下鴨高木町・しもがもたかぎちよう

　　６０６-０８０６・京都府京都市左京区下鴨蓼倉町・しもがもたでくらちよう

　　６０６-０８５６・京都府京都市左京区下鴨塚本町・しもがもつかもとちよう

　　６０６-０８１１・京都府京都市左京区下鴨中川原町・しもがもなかがわらちよう

　　６０６-０８２５・京都府京都市左京区下鴨西梅ノ木町・しもがもにしうめのきちよう

　　６０６-０８６１・京都府京都市左京区下鴨西高木町・しもがもにしたかぎちよう

　　６０６-０８１７・京都府京都市左京区下鴨西林町・しもがもにしはﾞやしちよう

　　６０６-０８２７・京都府京都市左京区下鴨西半木町・しもがもにしはんぎちよう

　　６０６-０８２６・京都府京都市左京区下鴨西本町・しもがもにしほんまち

　　６０６-０８３２・京都府京都市左京区下鴨萩ケ垣内町・しもがもはぎがかきうちちよう

　　６０６-０８２３・京都府京都市左京区下鴨半木町・しもがもはんぎちよう

　　６０６-０８５２・京都府京都市左京区下鴨東梅ノ木町・しもがもひがしうめのきちよう

　　６０６-０８５４・京都府京都市左京区下鴨東岸本町・しもがもひがしきしもとちよう

　　６０６-０８６５・京都府京都市左京区下鴨東高木町・しもがもひがしたかぎちよう

　　６０６-０８５５・京都府京都市左京区下鴨東塚本町・しもがもひがしつかもとちよう

　　６０６-０８２４・京都府京都市左京区下鴨東半木町・しもがもひがしはんぎちよう

　　６０６-０８６３・京都府京都市左京区下鴨東本町・しもがもひがしほんまち



　　６０６-０８６６・京都府京都市左京区下鴨東森ケ前町・しもがもひがしもりがまえちよう

　　６０６-０８６２・京都府京都市左京区下鴨本町・しもがもほんまち

　　６０６-０８３３・京都府京都市左京区下鴨前萩町・しもがもまえはぎちよう

　　６０６-０８１６・京都府京都市左京区下鴨松ノ木町・しもがもまつのきちよう

　　６０６-０８０４・京都府京都市左京区下鴨松原町・しもがもまつはﾞらちよう

　　６０６-０８４３・京都府京都市左京区下鴨水口町・しもがもみなくちちよう

　　６０６-０８４１・京都府京都市左京区下鴨南芝町・しもがもみなみしはﾞちよう

　　６０６-０８４５・京都府京都市左京区下鴨南茶ノ木町・しもがもみなみちやのきちよう

　　６０６-０８４７・京都府京都市左京区下鴨南野々神町・しもがもみなみののがみちよう

　　６０６-０８０１・京都府京都市左京区下鴨宮河町・しもがもみやかわちよう

　　６０６-０８０２・京都府京都市左京区下鴨宮崎町・しもがもみやざきちよう

　　６０６-０８６７・京都府京都市左京区下鴨森ケ前町・しもがももりがまえちよう

　　６０６-０８０５・京都府京都市左京区下鴨森本町・しもがももりもとちよう

　　６０６-０８３７・京都府京都市左京区下鴨夜光町・しもがもやこうちよう

　　６０６-０８３６・京都府京都市左京区下鴨梁田町・しもがもやなだちよう

　　６０６-８３９６・京都府京都市左京区下堤町・しもつつみちよう

　　６０６-８０４５・京都府京都市左京区修学院安養坊・しゆうがくいんあんようほﾞう

　　６０６-８０７４・京都府京都市左京区修学院石掛町・しゆうがくいんいしかけちよう

　　６０６-８０４２・京都府京都市左京区修学院泉殿町・しゆうがくいんいずみどのちよう

　　６０６-８０８３・京都府京都市左京区修学院犬塚町・しゆうがくいんいぬつﾞかちよう

　　６０６-８０８１・京都府京都市左京区修学院大林町・しゆうがくいんおおはﾞやしちよう

　　６０６-８０２１・京都府京都市左京区修学院沖殿町・しゆうがくいんおきどのちよう

　　６０６-８０３６・京都府京都市左京区修学院開根坊町・しゆうがくいんかいこんほﾞうちよう

　　６０６-８０４３・京都府京都市左京区修学院貝原町・しゆうがくいんかいはﾞらちよう

　　６０６-８０６５・京都府京都市左京区修学院月輪寺町・しゆうがくいんがつりんじちよう

　　６０６-８０８２・京都府京都市左京区修学院鹿ノ下町・しゆうがくいんかのしたちよう

　　６０６-８０４７・京都府京都市左京区修学院烏丸町・しゆうがくいんからすまるちよう

　　６０６-８０２６・京都府京都市左京区修学院川尻町・しゆうがくいんかわじりちよう

　　６０６-８０３２・京都府京都市左京区修学院北沮沢町・しゆうがくいんきたふけちよう

　　６０６-８０６３・京都府京都市左京区修学院後安堂・しゆうがくいんごあんどう

　　６０６-８０８６・京都府京都市左京区修学院十権寺町・しゆうがくいんじゆうごんじちよう

　　６０６-８０３５・京都府京都市左京区修学院守禅庵・しゆうがくいんしゆぜんあん

　　６０６-８０２３・京都府京都市左京区修学院水上田町・しゆうがくいんすいじようでんちよう

　　６０６-８０２４・京都府京都市左京区修学院千万田町・しゆうがくいんせんまんだちよう

　　６０６-８０３７・京都府京都市左京区修学院大道町・しゆうがくいんだいどうちよう

　　６０６-８０５５・京都府京都市左京区修学院高岸町・しゆうがくいんたかぎしちよう

　　６０６-８０２２・京都府京都市左京区修学院高部町・しゆうがくいんたかべちよう

　　６０６-８０７３・京都府京都市左京区修学院茶屋ノ前町・しゆうがくいんちややのまえちよう

　　６０６-８０６４・京都府京都市左京区修学院辻ノ田町・しゆうがくいんつじのだちよう

　　６０６-８０７５・京都府京都市左京区修学院坪江町・しゆうがくいんつほﾞえちよう

　　６０６-８０５１・京都府京都市左京区修学院中新開・しゆうがくいんなかしんかい

　　６０６-８０８５・京都府京都市左京区修学院中林町・しゆうがくいんなかはﾞやしちよう

　　６０６-８０３１・京都府京都市左京区修学院西沮沢町・しゆうがくいんにしふけちよう

　　６０６-８０７２・京都府京都市左京区修学院登リ内町・しゆうがくいんのほﾞりうちちよう

　　６０６-８０７１・京都府京都市左京区修学院狭間町・しゆうがくいんはざまちよう

　　６０６-８０４４・京都府京都市左京区修学院馬場脇町・しゆうがくいんはﾞはﾞわきちよう

　　６０６-８０５７・京都府京都市左京区修学院林ノ脇・しゆうがくいんはやしのわき

　　６０６-８０３４・京都府京都市左京区修学院桧峠町・しゆうがくいんひのきとうげちよう

　　６０６-８０４１・京都府京都市左京区修学院仏者町・しゆうがくいんぶつしやちよう

　　６０６-８０５６・京都府京都市左京区修学院松本町・しゆうがくいんまつもとちよう

　　６０６-８０２７・京都府京都市左京区修学院水川原町・しゆうがくいんみずかわらちよう

　　６０６-８０６２・京都府京都市左京区修学院南代・しゆうがくいんみなみしろ

　　６０６-８０５３・京都府京都市左京区修学院宮ノ前・しゆうがくいんみやのまえ

　　６０６-８０６１・京都府京都市左京区修学院宮ノ脇町・しゆうがくいんみやのわきちよう

　　６０６-８０４６・京都府京都市左京区修学院室町・しゆうがくいんむろまち

　　６０６-８０８４・京都府京都市左京区修学院薬師堂町・しゆうがくいんやくしどうちよう

　　６０６-８０５２・京都府京都市左京区修学院薮添・しゆうがくいんやぶそえ

　　６０６-８０５４・京都府京都市左京区修学院山神町・しゆうがくいんやまかみちよう

　　６０６-８０３３・京都府京都市左京区修学院山添町・しゆうがくいんやまぞえちよう

　　６０６-８０２５・京都府京都市左京区修学院山ノ鼻町・しゆうがくいんやまのはなちよう

　　６０６-８３５３・京都府京都市左京区正往寺町・しようおうじちよう

　　６０６-８３２３・京都府京都市左京区聖護院円頓美町・しようごいんえんとみちよう

　　６０６-８３９７・京都府京都市左京区聖護院川原町・しようごいんかわはらちよう

　　６０６-８３９２・京都府京都市左京区聖護院山王町・しようごいんさんのうちよう

　　６０６-８３２４・京都府京都市左京区聖護院中町・しようごいんなかまち

　　６０６-８３９１・京都府京都市左京区聖護院西町・しようごいんにしまち

　　６０６-８３９４・京都府京都市左京区聖護院東寺領町・しようごいんひがしじりようちよう

　　６０６-８３２５・京都府京都市左京区聖護院東町・しようごいんひがしまち

　　６０６-８３５７・京都府京都市左京区聖護院蓮華蔵町・しようごいんれんげぞうちよう

　　６０６-８４０６・京都府京都市左京区浄土寺石橋町・じようどじいしはﾞしちよう



　　６０６-８４１６・京都府京都市左京区浄土寺上馬場町・じようどじかみはﾞんはﾞちよう

　　６０６-８４０５・京都府京都市左京区浄土寺上南田町・じようどじかみみなみだちよう

　　６０６-８４０１・京都府京都市左京区浄土寺小山町・じようどじこやまちよう

　　６０６-８４１３・京都府京都市左京区浄土寺下馬場町・じようどじしもはﾞんはﾞちよう

　　６０６-８４０４・京都府京都市左京区浄土寺下南田町・じようどじしもみなみだちよう

　　６０６-８４１４・京都府京都市左京区浄土寺真如町・じようどじしんによちよう

　　６０６-８４１７・京都府京都市左京区浄土寺西田町・じようどじにしだちよう

　　６０６-８４１２・京都府京都市左京区浄土寺馬場町・じようどじはﾞんはﾞちよう

　　６０６-８４１１・京都府京都市左京区浄土寺東田町・じようどじひがしだちよう

　　６０６-８４０３・京都府京都市左京区浄土寺南田町・じようどじみなみだちよう

　　６０６-８３８４・京都府京都市左京区新生洲町・しんいけすちよう

　　６０６-８３７５・京都府京都市左京区新車屋町・しんくるまやちよう

　　６０６-８３５５・京都府京都市左京区新東洞院町・しんひがしどういんちよう

　　６０６-８３８３・京都府京都市左京区新先斗町・しんほﾟんとちよう

　　６０６-８３８６・京都府京都市左京区新丸太町・しんまるたちよう

　　６０６-８３７３・京都府京都市左京区杉本町・すぎもとちよう

　　６０６-８３８２・京都府京都市左京区大文字町・だいもんじちよう

　　６０６-８１１１・京都府京都市左京区高野泉町・たかのいずみちよう

　　６０６-８１０５・京都府京都市左京区高野上竹屋町・たかのかみたけやちよう

　　６０６-８１０２・京都府京都市左京区高野清水町・たかのしみずちよう

　　６０６-８１０４・京都府京都市左京区高野竹屋町・たかのたけやちよう

　　６０６-８１０１・京都府京都市左京区高野蓼原町・たかのたではらちよう

　　６０６-８１０６・京都府京都市左京区高野玉岡町・たかのたまおかちよう

　　６０６-８１０３・京都府京都市左京区高野西開町・たかのにしびらきちよう

　　６０６-８１０７・京都府京都市左京区高野東開町・たかのひがしひらきちよう

　　６０６-８２２６・京都府京都市左京区田中飛鳥井町・たなかあすかいちよう

　　６０６-８２０２・京都府京都市左京区田中大堰町・たなかおおいちよう

　　６０６-８２３６・京都府京都市左京区田中大久保町・たなかおおくほﾞちよう

　　６０６-８２３７・京都府京都市左京区田中上大久保町・たなかかみおおくほﾞちよう

　　６０６-８２１５・京都府京都市左京区田中上玄京町・たなかかみげんきようちよう

　　６０６-８２３１・京都府京都市左京区田中上古川町・たなかかみふるかわちよう

　　６０６-８２０５・京都府京都市左京区田中上柳町・たなかかみやなぎちよう

　　６０６-８２３３・京都府京都市左京区田中北春菜町・たなかきたはるなちよう

　　６０６-８２０１・京都府京都市左京区田中玄京町・たなかげんきようちよう

　　６０６-８２１２・京都府京都市左京区田中里ノ内町・たなかさとのうちちよう

　　６０６-８２２７・京都府京都市左京区田中里ノ前町・たなかさとのまえちよう

　　６０６-８２０４・京都府京都市左京区田中下柳町・たなかしもやなぎちよう

　　６０６-８２０３・京都府京都市左京区田中関田町・たなかせきでんちよう

　　６０６-８２４２・京都府京都市左京区田中高原町・たなかたかはらちよう

　　６０６-８２１７・京都府京都市左京区田中西浦町・たなかにしうらちよう

　　６０６-８２１１・京都府京都市左京区田中西大久保町・たなかにしおおくほﾞちよう

　　６０６-８２４１・京都府京都市左京区田中西高原町・たなかにしたかはらちよう

　　６０６-８２３５・京都府京都市左京区田中西春菜町・たなかにしはるなちよう

　　６０６-８２２１・京都府京都市左京区田中西樋ノ口町・たなかにしひのくちちよう

　　６０６-８２１３・京都府京都市左京区田中野神町・たなかのがみちよう

　　６０６-８２０６・京都府京都市左京区田中馬場町・たなかはﾞはﾞちよう

　　６０６-８２３４・京都府京都市左京区田中春菜町・たなかはるなちよう

　　６０６-８２４３・京都府京都市左京区田中東高原町・たなかひがしたかはらちよう

　　６０６-８２４７・京都府京都市左京区田中東春菜町・たなかひがしはるなちよう

　　６０６-８２２３・京都府京都市左京区田中東樋ノ口町・たなかひがしひのくちちよう

　　６０６-８２２２・京都府京都市左京区田中樋ノ口町・たなかひのくちちよう

　　６０６-８２３２・京都府京都市左京区田中古川町・たなかふるかわちよう

　　６０６-８２１４・京都府京都市左京区田中南大久保町・たなかみなみおおくほﾞちよう

　　６０６-８２１６・京都府京都市左京区田中南西浦町・たなかみなみにしうらちよう

　　６０６-８２２５・京都府京都市左京区田中門前町・たなかもんぜんちよう

　　６０６-８３６６・京都府京都市左京区超勝寺門前町・ちようしようじもんぜんちよう

　　６０６-８３８１・京都府京都市左京区中川町・なかがわちよう

　　６０６-８４４６・京都府京都市左京区南禅寺北ノ坊町・なんぜんじきたのほﾞうちよう

　　６０６-８４３７・京都府京都市左京区南禅寺草川町・なんぜんじくさがわちよう

　　６０６-８４３４・京都府京都市左京区南禅寺下河原町・なんぜんじしもかわらちよう

　　６０６-８４３５・京都府京都市左京区南禅寺福地町・なんぜんじふくちちよう

　　６０６-８３７４・京都府京都市左京区難波町・なんはﾞちよう

　　６０６-８４４４・京都府京都市左京区若王子町・にやくおうじちよう

　　６０１-１１０４・京都府京都市左京区花脊大布施町・はなせおおふせちよう

　　６０１-１１０２・京都府京都市左京区花脊原地町・はなせはらちちよう

　　６０１-１１０５・京都府京都市左京区花脊別所町・はなせべつしよちよう

　　６０１-１１０３・京都府京都市左京区花脊八桝町・はなせやますちよう

　　６０６-８３９３・京都府京都市左京区東竹屋町・ひがしたけやちよう

　　６０６-８３９５・京都府京都市左京区東丸太町・ひがしまるたちよう

　　６０６-８３４５・京都府京都市左京区東門前町・ひがしもんぜんちよう



　　６０１-１１０１・京都府京都市左京区広河原（各町）・ひろがわら(かくまち)

　　６０６-８３６１・京都府京都市左京区福本町・ふくもとちよう

　　６０６-８３６２・京都府京都市左京区法皇寺町・ほうおうじちよう

　　６０６-８３８７・京都府京都市左京区法林寺門前町・ほうりんじもんぜんちよう

　　６０６-８３８５・京都府京都市左京区孫橋町・まごはしちよう

　　６０６-０９１１・京都府京都市左京区松ケ崎泉川町・まつがさきいずみがわちよう

　　６０６-０９５４・京都府京都市左京区松ケ崎壱町田町・まつがさきいつちようだちよう

　　６０６-０９３１・京都府京都市左京区松ケ崎井出ケ海道町・まつがさきいでがかいどうちよう

　　６０６-０９４７・京都府京都市左京区松ケ崎井出ケ鼻町・まつがさきいでがはなちよう

　　６０６-０９１４・京都府京都市左京区松ケ崎今海道町・まつがさきいまかいどうちよう

　　６０６-０９３６・京都府京都市左京区松ケ崎榎実ケ芝・まつがさきえのみがしはﾞ

　　６０６-０９５３・京都府京都市左京区松ケ崎海尻町・まつがさきかいじりちよう

　　６０６-０９４１・京都府京都市左京区松ケ崎河原田町・まつがさきかわらだちよう

　　６０６-０９３７・京都府京都市左京区松ケ崎北裏町・まつがさききたうらちよう

　　６０６-０９３４・京都府京都市左京区松ケ崎狐坂・まつがさききつねさか

　　６０６-０９３８・京都府京都市左京区松ケ崎木燈籠町・まつがさききとうろうちよう

　　６０６-０９５２・京都府京都市左京区松ケ崎木ノ本町・まつがさききのもとちよう

　　６０６-０９６１・京都府京都市左京区松ケ崎久土町・まつがさきくどちよう

　　６０６-０９５５・京都府京都市左京区松ケ崎雲路町・まつがさきくもじちよう

　　６０６-０９５６・京都府京都市左京区松ケ崎鞍馬田町・まつがさきくらまだちよう

　　６０６-０９６２・京都府京都市左京区松ケ崎御所海道町・まつがさきごしよかいどうちよう

　　６０６-０９４４・京都府京都市左京区松ケ崎御所ノ内町・まつがさきごしよのうちちよう

　　６０６-０９６７・京都府京都市左京区松ケ崎小竹薮町・まつがさきこたけやぶちよう

　　６０６-０９５７・京都府京都市左京区松ケ崎小脇町・まつがさきこわきちよう

　　６０６-０９０２・京都府京都市左京区松ケ崎桜木町・まつがさきさくらぎちよう

　　６０６-０９１６・京都府京都市左京区松ケ崎三反長町・まつがさきさんだんおさちよう

　　６０６-０９１３・京都府京都市左京区松ケ崎芝本町・まつがさきしはﾞもとちよう

　　６０６-０９６４・京都府京都市左京区松ケ崎修理式町・まつがさきしゆうりしきちよう

　　６０６-０９６６・京都府京都市左京区松ケ崎正田町・まつがさきしようでんちよう

　　６０６-０９０５・京都府京都市左京区松ケ崎杉ケ海道町・まつがさきすぎがかいどうちよう

　　６０６-０９２３・京都府京都市左京区松ケ崎総作町・まつがさきそうさくちよう

　　６０６-０９３５・京都府京都市左京区松ケ崎高山・まつがさきたかやま

　　６０６-０９６３・京都府京都市左京区松ケ崎糺田町・まつがさきただすでんちよう

　　６０６-０９１７・京都府京都市左京区松ケ崎堂ノ上町・まつがさきどうのうえちよう

　　６０６-０９０６・京都府京都市左京区松ケ崎中海道町・まつがさきなかかいどうちよう

　　６０６-０９２６・京都府京都市左京区松ケ崎中町・まつがさきなかまち

　　６０６-０９３２・京都府京都市左京区松ケ崎西池ノ内町・まつがさきにしいけのうちちよう

　　６０６-０９０３・京都府京都市左京区松ケ崎西桜木町・まつがさきにしさくらぎちよう

　　６０６-０９２７・京都府京都市左京区松ケ崎西町・まつがさきにしまち

　　６０６-０９３３・京都府京都市左京区松ケ崎西山・まつがさきにしやま

　　６０６-０９５１・京都府京都市左京区松ケ崎橋上町・まつがさきはしかみちよう

　　６０６-０９２５・京都府京都市左京区松ケ崎林山・まつがさきはやしやま

　　６０６-０９２４・京都府京都市左京区松ケ崎東池ノ内町・まつがさきひがしいけのうちちよう

　　６０６-０９０１・京都府京都市左京区松ケ崎東桜木町・まつがさきひがしさくらぎちよう

　　６０６-０９４３・京都府京都市左京区松ケ崎東町・まつがさきひがしまち

　　６０６-０９４６・京都府京都市左京区松ケ崎東山・まつがさきひがしやま

　　６０６-０９４２・京都府京都市左京区松ケ崎樋ノ上町・まつがさきひのえちよう

　　６０６-０９２１・京都府京都市左京区松ケ崎平田町・まつがさきひらたちよう

　　６０６-０９４５・京都府京都市左京区松ケ崎堀町・まつがさきほりまち

　　６０６-０９２２・京都府京都市左京区松ケ崎南池ノ内町・まつがさきみなみいけのうちちよう

　　６０６-０９０７・京都府京都市左京区松ケ崎村ケ内町・まつがさきむらがうちちよう

　　６０６-０９０４・京都府京都市左京区松ケ崎柳井田町・まつがさきやないだちよう

　　６０６-０９６５・京都府京都市左京区松ケ崎横縄手町・まつがさきよこなわてちよう

　　６０６-０９１２・京都府京都市左京区松ケ崎呼返町・まつがさきよびかえりちよう

　　６０６-０９１５・京都府京都市左京区松ケ崎六ノ坪町・まつがさきろくのつほﾞちよう

　　６０６-８３４６・京都府京都市左京区南門前町・みなみもんぜんちよう

　　６０１-１２５２・京都府京都市左京区八瀬秋元町・やせあきもとちよう

　　６０１-１２５３・京都府京都市左京区八瀬近衛町・やせこのえちよう

　　６０１-１２５１・京都府京都市左京区八瀬花尻町・やせはなじりちよう

　　６０６-００６８・京都府京都市左京区八瀬野瀬町・２７７の２)・やせのせちよう

　　６０６-００６８・京都府京都市左京区八瀬野瀬町・２７９の１)・やせのせちよう

　　６０６-００６８・京都府京都市左京区八瀬野瀬町・（３～５)・やせのせちよう

　　６０６-００６８・京都府京都市左京区八瀬野瀬町・（２８１の２～９)・やせのせちよう

　　６０６-００６８・京都府京都市左京区八瀬野瀬町・（１１～１８)・やせのせちよう

　　６０６-００６８・京都府京都市左京区八瀬野瀬町・（２０～２２)・やせのせちよう

　　６０６-００６８・京都府京都市左京区八瀬野瀬町・（２４～２６)・やせのせちよう

　　６０６-００６８・京都府京都市左京区八瀬野瀬町・（３２)・やせのせちよう

　　６０６-００６８・京都府京都市左京区八瀬野瀬町・（２８７)・やせのせちよう

　　６０６-００６８・京都府京都市左京区八瀬野瀬町・（３００)・やせのせちよう

　　６０１-１２５４・京都府京都市左京区八瀬野瀬町（その他）・やせのせちよう(そのた)



　　６０６-８００７・京都府京都市左京区山端壱町田町・やまはﾞないつちようだちよう

　　６０６-８０１３・京都府京都市左京区山端大君町・やまはﾞなおおきみちよう

　　６０６-８０１４・京都府京都市左京区山端大塚町・やまはﾞなおおつかちよう

　　６０６-８００５・京都府京都市左京区山端川岸町・やまはﾞなかわぎしちよう

　　６０６-８００４・京都府京都市左京区山端川端町・やまはﾞなかわはﾞたちよう

　　６０６-８００３・京都府京都市左京区山端川原町・やまはﾞなかわはらちよう

　　６０６-８００２・京都府京都市左京区山端大城田町・やまはﾞなだいじようでんちよう

　　６０６-８０１２・京都府京都市左京区山端滝ケ鼻町・やまはﾞなたきがはなちよう

　　６０６-８００６・京都府京都市左京区山端橋ノ本町・やまはﾞなはしのもとちよう

　　６０６-８０１１・京都府京都市左京区山端森本町・やまはﾞなもりもとちよう

　　６０６-８００１・京都府京都市左京区山端柳ケ坪町・やまはﾞなやながつほﾞちよう

　　６０６-８３０１・京都府京都市左京区吉田泉殿町・よしだいずみどのちよう

　　６０６-８３０２・京都府京都市左京区吉田牛ノ宮町・よしだうしのみやちよう

　　６０６-８３１１・京都府京都市左京区吉田神楽岡町・よしだかぐらおかちよう

　　６０６-８３０７・京都府京都市左京区吉田上阿達町・よしだかみあだちちよう

　　６０６-８３１２・京都府京都市左京区吉田上大路町・よしだかみおおじちよう

　　６０６-８３０５・京都府京都市左京区吉田河原町・よしだかわらちよう

　　６０６-８３１５・京都府京都市左京区吉田近衛町・よしだこのえちよう

　　６０６-８３０４・京都府京都市左京区吉田下阿達町・よしだしもあだちちよう

　　６０６-８３１４・京都府京都市左京区吉田下大路町・よしだしもおおじちよう

　　６０６-８３０３・京都府京都市左京区吉田橘町・よしだたちはﾞなちよう

　　６０６-８３０６・京都府京都市左京区吉田中阿達町・よしだなかあだちちよう

　　６０６-８３１３・京都府京都市左京区吉田中大路町・よしだなかおおじちよう

　　６０６-８３１６・京都府京都市左京区吉田二本松町・よしだにほんまつちよう

　　６０６-８３１７・京都府京都市左京区吉田本町・よしだほんまち

　　６０６-８３７２・京都府京都市左京区吉永町・よしながちよう

　　６０６-８３６３・京都府京都市左京区和国町・わこくちよう

　　６０４-００００・京都府京都市中京区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６０４-０００４・京都府京都市中京区相生町・あいおいちよう

　　６０４-０８４７・京都府京都市中京区秋野々町・あきののちよう

　　６０４-８０７４・京都府京都市中京区朝倉町・あさくらちよう

　　６０４-８３２４・京都府京都市中京区姉猪熊町・あねいのくまちよう

　　６０４-８３２６・京都府京都市中京区姉大宮町東側・あねおおみやちようひがしがわ

　　６０４-８３２７・京都府京都市中京区姉大宮町西側・あねおおみやちようにしがわ

　　６０４-８０９２・京都府京都市中京区姉大東町・あねだいとうちよう

　　６０４-８３７２・京都府京都市中京区姉西町・あねにしちよう

　　６０４-８２７３・京都府京都市中京区姉西洞院町・あねにしのとういんちよう

　　６０４-８２６４・京都府京都市中京区姉西堀川町・あねにしほりかわちよう

　　６０４-８２６３・京都府京都市中京区姉東堀川町・あねひがしほりかわちよう

　　６０４-８０６３・京都府京都市中京区油屋町（蛸薬師通麸屋町西入・あぶらやちよう

　　６０４-８０６３・京都府京都市中京区油屋町（蛸薬師通富小路東入・あぶらやちよう

　　６０４-８０６３・京都府京都市中京区油屋町（蛸薬師通富小路西入、・あぶらやちよう

　　６０４-８０６３・京都府京都市中京区油屋町（蛸薬師通柳馬場東入）・あぶらやちよう

　　６０４-８０６３・京都府京都市中京区油屋町（富小路通蛸薬師上る）・あぶらやちよう

　　６０４-８０６３・京都府京都市中京区油屋町（富小路通蛸薬師下る）・あぶらやちよう

　　６０４-８１０３・京都府京都市中京区油屋町（柳馬場通姉小路下る・あぶらやちよう

　　６０４-８１０３・京都府京都市中京区油屋町（柳馬場通三条上る）・あぶらやちよう

　　６０４-８１０３・京都府京都市中京区油屋町（姉小路通柳馬場東入）・あぶらやちよう

　　６０４-８１０３・京都府京都市中京区油屋町（姉小路通柳馬場西入）・あぶらやちよう

　　６０４-８１０３・京都府京都市中京区・あぶらやちよう

　　６０４-８２１６・京都府京都市中京区池須町・いけすちよう

　　６０４-８３０２・京都府京都市中京区池元町・いけもとちよう

　　６０４-００４３・京都府京都市中京区石橋町（御池通小川西入、・いしはﾞしちよう

　　６０４-００４３・京都府京都市中京区石橋町（御池通小川東入・いしはﾞしちよう

　　６０４-００４３・京都府京都市中京区石橋町（御池通西洞院西入・いしはﾞしちよう

　　６０４-００４３・京都府京都市中京区石橋町（御池通油小路東入、・いしはﾞしちよう

　　６０４-００４３・京都府京都市中京区石橋町（小川通御池下る）・いしはﾞしちよう

　　６０４-８０３６・京都府京都市中京区石橋町（三条通河原町西入・いしはﾞしちよう

　　６０４-８０３６・京都府京都市中京区石橋町（三条通寺町東入・いしはﾞしちよう

　　６０４-８０３６・京都府京都市中京区石橋町（三条通新京極西入・いしはﾞしちよう

　　６０４-８０３６・京都府京都市中京区石橋町（三条通新京極東入、・いしはﾞしちよう

　　６０４-８０３６・京都府京都市中京区石橋町（三条通河原町西入・いしはﾞしちよう

　　６０４-８０３６・京都府京都市中京区石橋町（三条通寺町東入・いしはﾞしちよう

　　６０４-８０３６・京都府京都市中京区石橋町（三条通新京極西入・いしはﾞしちよう

　　６０４-８０３６・京都府京都市中京区石橋町（三条通新京極東入、・いしはﾞしちよう

　　６０４-８０３６・京都府京都市中京区石橋町（寺町通三条下る）・いしはﾞしちよう

　　６０４-８０３６・京都府京都市中京区石橋町（寺町通三条上る）・いしはﾞしちよう

　　６０４-０９９６・京都府京都市中京区石屋町（丸太町通寺町西入）・いしやちよう

　　６０４-０９９６・京都府京都市中京区石屋町（丸太町通御幸町東入）・いしやちよう

　　６０４-８００２・京都府京都市中京区石屋町（木屋町通三条下る）・いしやちよう



　　６０４-８００２・京都府京都市中京区石屋町（先斗町通三条下る）・いしやちよう)

　　６０４-８００２・京都府京都市中京区石屋町（木屋町通四条上る）・いしやちよう

　　６０４-００１５・京都府京都市中京区泉町・いずみちよう

　　６０４-８０６６・京都府京都市中京区伊勢屋町・いせやちよう

　　６０４-８３０５・京都府京都市中京区市之町・いちのちよう

　　６０４-０９２４・京都府京都市中京区一之船入町・いちのふないりちよう

　　６０４-８１４６・京都府京都市中京区一蓮社町・いちれんしやちよう

　　６０４-８１１３・京都府京都市中京区井筒屋町・いつﾞつやちよう

　　６０４-８８０３・京都府京都市中京区因幡町・いなはﾞちよう

　　６０４-８８０２・京都府京都市中京区今新在家東町・いましんざいけひがしちよう

　　６０４-８８０１・京都府京都市中京区今新在家西町・いましんざいけにしちよう

　　６０４-８３４１・京都府京都市中京区岩上町・いわがみちよう

　　６０４-０９８４・京都府京都市中京区魚屋町・うおやちよう

　　６０４-８２１３・京都府京都市中京区姥柳町・うはﾞやなぎちよう

　　６０４-８１３６・京都府京都市中京区梅忠町・うめただちよう

　　６０４-０９０５・京都府京都市中京区梅之木町（新烏丸通竹屋町上る、・うめのきちよう

　　６０４-０９０５・京都府京都市中京区梅之木町（新烏丸通竹屋町下る・うめのきちよう

　　６０４-０９０５・京都府京都市中京区梅之木町（新烏丸通夷川上る、・うめのきちよう

　　６０４-０９０５・京都府京都市中京区梅之木町（夷川通新烏丸東入・うめのきちよう

　　６０４-０９０５・京都府京都市中京区梅之木町（夷川通新椹木町西入・うめのきちよう

　　６０４-０９０５・京都府京都市中京区梅之木町（竹屋町通新烏丸東入・うめのきちよう

　　６０４-０９０５・京都府京都市中京区梅之木町（竹屋町通椹木町西入、・うめのきちよう

　　６０４-０９０５・京都府京都市中京区梅之木町（新烏丸通御霊図子下る）・うめのきちよう

　　６０４-８０１２・京都府京都市中京区梅之木町（先斗町通三条下る）・うめのきちよう

　　６０４-８０１２・京都府京都市中京区梅之木町（先斗町通蛸薬師上る）・うめのきちよう

　　６０４-８０１２・京都府京都市中京区梅之木町（先斗町通蛸薬師下る）・うめのきちよう

　　６０４-８０１２・京都府京都市中京区梅之木町（先斗町通四条上る）・うめのきちよう

　　６０４-００９１・京都府京都市中京区梅屋町（丸太町通釜座西入）・うめやちよう

　　６０４-００９１・京都府京都市中京区梅屋町（丸太町通釜座東入）・うめやちよう

　　６０４-００９１・京都府京都市中京区梅屋町（丸太町通新町西入）・うめやちよう

　　６０４-００９１・京都府京都市中京区梅屋町（丸太町通西洞院東入）・うめやちよう

　　６０４-００９１・京都府京都市中京区梅屋町（釜座通丸太町上る）・うめやちよう

　　６０４-００９１・京都府京都市中京区梅屋町（麸屋町通錦小路上る）・うめやちよう

　　６０４-００９１・京都府京都市中京区梅屋町（麸屋町通蛸薬師下る）・うめやちよう

　　６０４-８１８６・京都府京都市中京区梅屋町（御池通烏丸東入）・うめやちよう

　　６０４-８１８６・京都府京都市中京区梅屋町（御池通東洞院西入）・うめやちよう

　　６０４-８１５５・京都府京都市中京区占出山町・うらでやまちよう

　　６０４-８０４１・京都府京都市中京区裏寺町・うらでらちよう

　　６０４-８０７１・京都府京都市中京区永楽町・えいらくちよう

　　６０４-８２５６・京都府京都市中京区越後町・えちごちよう

　　６０４-８２５２・京都府京都市中京区越後突抜町・えちごつきぬけちよう

　　６０４-０９３１・京都府京都市中京区榎木町・えのきちよう

　　６０４-８００５・京都府京都市中京区恵比須町・えびすちよう

　　６０４-０８１３・京都府京都市中京区夷町・えびすちよう

　　６０４-８０７６・京都府京都市中京区海老屋町・えびやちよう

　　６０４-８１６５・京都府京都市中京区烏帽子屋町・えほﾞうしやちよう

　　６０４-８１７４・京都府京都市中京区役行者町・えんのぎようじやちよう

　　６０４-８１７５・京都府京都市中京区円福寺町・えんふﾟくじちよう

　　６０４-８０４５・京都府京都市中京区円福寺前町・えんふﾟくじまえちよう

　　６０４-０９４２・京都府京都市中京区御池大東町・おいけだいとうちよう

　　６０４-００２２・京都府京都市中京区御池之町・おいけのちよう

　　６０４-０８２４・京都府京都市中京区扇屋町・おうぎやちよう

　　６０４-００９２・京都府京都市中京区大炊町（新町通丸太町下る）・おおいちよう

　　６０４-００９２・京都府京都市中京区大炊町（新町通竹屋町上る）・おおいちよう

　　６０４-００９２・京都府京都市中京区大炊町（丸太町通新町西入）・おおいちよう

　　６０４-００９２・京都府京都市中京区大炊町（丸太町通新町東入）・おおいちよう

　　６０４-００９２・京都府京都市中京区大炊町（竹屋町通新町西入）・おおいちよう

　　６０４-００９２・京都府京都市中京区大炊町（竹屋町通新町東入）・おおいちよう

　　６０４-０９７２・京都府京都市中京区大炊町（富小路通竹屋町下る）・おおいちよう

　　６０４-０９７２・京都府京都市中京区大炊町（富小路通夷川上る）・おおいちよう

　　６０４-０９７２・京都府京都市中京区大炊町（竹屋町通富小路西入）・おおいちよう

　　６０４-０９７２・京都府京都市中京区大炊町（竹屋町通富小路東入）・おおいちよう

　　６０４-０９７２・京都府京都市中京区大炊町（夷川通富小路西入）・おおいちよう

　　６０４-０９７２・京都府京都市中京区大炊町（夷川通富小路東入）・おおいちよう

　　６０４-０８６１・京都府京都市中京区大倉町・おおくらちよう

　　６０４-８１８２・京都府京都市中京区大阪材木町・おおさかざいもくちよう

　　６０４-０８８５・京都府京都市中京区大津町・おおつちよう

　　６０４-００５２・京都府京都市中京区押油小路町・おしあぶらのこうじちよう

　　６０４-００４２・京都府京都市中京区押西洞院町・おしにしのとういんちよう

　　６０４-００５４・京都府京都市中京区押堀町・おしほﾞりちよう



　　６０４-８１２４・京都府京都市中京区帯屋町・おびやちよう

　　６０４-８３０４・京都府京都市中京区織物屋町・おりものやちよう

　　６０４-０９３４・京都府京都市中京区尾張町・おわりちよう

　　６０４-８３３１・京都府京都市中京区御供町・おんともちよう

　　６０４-８１２６・京都府京都市中京区貝屋町・かいやちよう

　　６０４-０００２・京都府京都市中京区鏡屋町・かがみやちよう

　　６０４-８１７３・京都府京都市中京区柿本町・かきもとちよう

　　６０４-０８０１・京都府京都市中京区鍵屋町（丸太町通堺町東入）・かぎやちよう

　　６０４-０８０１・京都府京都市中京区鍵屋町（丸太町通堺町西入）・かぎやちよう

　　６０４-０８０１・京都府京都市中京区鍵屋町（丸太町通柳馬場東入）・かぎやちよう

　　６０４-０８０１・京都府京都市中京区鍵屋町（丸太町通高倉東入）・かぎやちよう

　　６０４-０８３２・京都府京都市中京区鍵屋町（間之町通二条下る）・かぎやちよう

　　６０４-０８３２・京都府京都市中京区鍵屋町（間之町通押小路上る）・かぎやちよう

　　６０４-８２６７・京都府京都市中京区鍛冶町・かじちよう

　　６０４-０９６４・京都府京都市中京区鍛冶屋町（富小路通夷川下る）・かじやちよう

　　６０４-０９６４・京都府京都市中京区鍛冶屋町（富小路通二条上る）・かじやちよう

　　６０４-０９６４・京都府京都市中京区鍛冶屋町（夷川通富小路西入）・かじやちよう

　　６０４-０９６４・京都府京都市中京区鍛冶屋町（夷川通富小路東入）・かじやちよう

　　６０４-０９６４・京都府京都市中京区鍛冶屋町（錦小路通御幸町西入）・かじやちよう

　　６０４-０９６４・京都府京都市中京区鍛冶屋町（錦小路通麸屋町東入）・かじやちよう

　　６０４-８３４５・京都府京都市中京区鍛冶屋町（六角通猪熊西入）・かじやちよう

　　６０４-８３４５・京都府京都市中京区鍛冶屋町（六角通黒門東入）・かじやちよう

　　６０４-８３４５・京都府京都市中京区鍛冶屋町（六角通黒門西入）・かじやちよう

　　６０４-８３４５・京都府京都市中京区鍛冶屋町（六角通大宮東入）・かじやちよう

　　６０４-００３１・京都府京都市中京区頭町・かしらちよう

　　６０４-８０１４・京都府京都市中京区柏屋町・かしわやちよう

　　６０４-８３５２・京都府京都市中京区金屋町・かなやちよう

　　６０４-８１１４・京都府京都市中京区甲屋町・かぶとやちよう

　　６０４-８２４１・京都府京都市中京区釜座町・かまんざちよう

　　６０４-８３２５・京都府京都市中京区上一文字町・かみいちもんじちよう

　　６０４-８００１・京都府京都市中京区上大阪町・かみおおさかちよう

　　６０４-８３７４・京都府京都市中京区上瓦町・かみかわらちよう

　　６０４-８３４３・京都府京都市中京区上黒門町・かみくろもんちよう

　　６０４-０９２３・京都府京都市中京区上樵木町・かみこりきちよう

　　６０４-８３１２・京都府京都市中京区上巴町・かみともえちよう

　　６０４-０９４３・京都府京都市中京区上白山町・かみはくさんちよう

　　６０４-８３２３・京都府京都市中京区上八文字町・かみはちもんじちよう

　　６０４-０９２５・京都府京都市中京区上本能寺前町・かみほんのうじまえちよう

　　６０４-００３５・京都府京都市中京区上松屋町・かみまつやちよう

　　６０４-００２５・京都府京都市中京区上妙覚寺町・かみみようかくじちよう

　　６０４-８０２４・京都府京都市中京区紙屋町・かみやちよう

　　６０４-００９４・京都府京都市中京区亀屋町（釜座通竹屋町下る）・かめやちよう

　　６０４-００９４・京都府京都市中京区亀屋町（釜座通夷川上る）・かめやちよう

　　６０４-００９４・京都府京都市中京区亀屋町（夷川通釜座西入）・かめやちよう

　　６０４-００９４・京都府京都市中京区亀屋町（夷川通釜座東入）・かめやちよう

　　６０４-００９４・京都府京都市中京区亀屋町（夷川通西洞院東入）・かめやちよう

　　６０４-００９４・京都府京都市中京区亀屋町（夷川通新町西入）・かめやちよう

　　６０４-０８６５・京都府京都市中京区亀屋町（竹屋町通烏丸西入）・かめやちよう

　　６０４-０８６５・京都府京都市中京区亀屋町（竹屋町通両替町東入）・かめやちよう

　　６０４-０８６５・京都府京都市中京区亀屋町（竹屋町通両替町西入）・かめやちよう

　　６０４-０８６５・京都府京都市中京区亀屋町（竹屋町通烏丸西入）・かめやちよう

　　６０４-０８６５・京都府京都市中京区亀屋町（竹屋町通両替町東入）・かめやちよう

　　６０４-０８６５・京都府京都市中京区亀屋町（竹屋町通両替町西入）・かめやちよう

　　６０４-０８６５・京都府京都市中京区亀屋町（竹屋町通室町東入）・かめやちよう

　　６０４-０８６５・京都府京都市中京区亀屋町（両替町通室町下る）・かめやちよう

　　６０４-０８１１・京都府京都市中京区亀屋町（堺町通夷川下る）・かめやちよう

　　６０４-０８１１・京都府京都市中京区亀屋町（堺町通二条上る）・かめやちよう

　　６０４-０８１１・京都府京都市中京区亀屋町（夷川通堺町西入）・かめやちよう

　　６０４-０８１１・京都府京都市中京区亀屋町（夷川通堺町東入）・かめやちよう

　　６０４-０９４１・京都府京都市中京区亀屋町（御幸町通御池上る）・かめやちよう

　　６０４-０９４１・京都府京都市中京区亀屋町（御幸町通押小路下る）・かめやちよう

　　６０４-０９４１・京都府京都市中京区亀屋町（御幸町通押小路西入）・かめやちよう

　　６０４-０９４１・京都府京都市中京区亀屋町（御幸町通押小路東入）・かめやちよう

　　６０４-０９４１・京都府京都市中京区亀屋町（押小路通寺町西入）・かめやちよう

　　６０４-０９４１・京都府京都市中京区亀屋町（御池通御幸町西入）・かめやちよう

　　６０４-０９４１・京都府京都市中京区亀屋町（御池通御幸町東入）・かめやちよう

　　６０４-８２５３・京都府京都市中京区亀屋町（蛸薬師通堀川東入）・かめやちよう

　　６０４-８２５３・京都府京都市中京区亀屋町（堀川通蛸薬師下る）・かめやちよう

　　６０４-８２５３・京都府京都市中京区亀屋町（蛸薬師通油小路西入）・かめやちよう

　　６０４-８１１５・京都府京都市中京区雁金町・かりがねちよう



　　６０４-８３７３・京都府京都市中京区瓦師町・かわらしちよう

　　６０４-０８２７・京都府京都市中京区瓦町・かわらちよう

　　６０４-０８３７・京都府京都市中京区瓦之町・かわらのちよう

　　６０４-０８８６・京都府京都市中京区関東屋町・かんとうやちよう

　　６０４-０８２１・京都府京都市中京区観音町・かんのんちよう

　　６０４-８２２２・京都府京都市中京区観音堂町・かんのんどうちよう

　　６０４-０９９４・京都府京都市中京区甘露町・かんろちよう

　　６０４-８１５４・京都府京都市中京区菊水鉾町・きくすいほﾞこちよう

　　６０４-０９７５・京都府京都市中京区菊屋町（竹屋町通富小路西入）・きくやちよう

　　６０４-０９７５・京都府京都市中京区菊屋町（竹屋町通柳馬場東入）・きくやちよう

　　６０４-０９７５・京都府京都市中京区菊屋町（姉小路通富小路西入）・きくやちよう

　　６０４-０９７５・京都府京都市中京区菊屋町（姉小路通柳馬場東入）・きくやちよう

　　６０４-８１２７・京都府京都市中京区菊屋町（堺町通蛸薬師下る）・きくやちよう

　　６０４-８１２７・京都府京都市中京区菊屋町（堺町通錦小路上る）・きくやちよう

　　６０４-８１２７・京都府京都市中京区菊屋町（錦小路通堺町東入）・きくやちよう

　　６０４-８１２７・京都府京都市中京区菊屋町（錦小路通柳馬場西入）・きくやちよう

　　６０４-８１２７・京都府京都市中京区・きくやちよう

　　６０４-８０２１・京都府京都市中京区北車屋町・きたくるまやちよう

　　６０４-０８５６・京都府京都市中京区北小路町・きたこうじちよう

　　６０４-８１０５・京都府京都市中京区亀甲屋町・きつこうやちよう

　　６０４-０８０４・京都府京都市中京区絹屋町・きぬやちよう

　　６０４-８１０４・京都府京都市中京区木之下町・きのしたちよう

　　６０４-０９６１・京都府京都市中京区木屋町・きやちよう

　　６０４-００６５・京都府京都市中京区九町目・きゆうちようめ

　　６０４-０９９１・京都府京都市中京区行願寺門前町・ぎようがんじもんぜんちよう

　　６０４-０８４６・京都府京都市中京区金吹町・きんぶきちよう

　　６０４-８２３２・京都府京都市中京区空也町・くうやちよう

　　６０４-０９９３・京都府京都市中京区久遠院前町・くえんいんまえちよう

　　６０４-０８８３・京都府京都市中京区楠町・くすのきちよう

　　６０４-００６６・京都府京都市中京区薬屋町・くすりやちよう

　　６０４-８３２１・京都府京都市中京区倉本町・くらもとちよう

　　６０４-８１８５・京都府京都市中京区車屋町・くるまやちよう

　　６０４-０９７６・京都府京都市中京区桑原町・くわはﾞらちよう

　　６０４-８１６３・京都府京都市中京区鯉山町・こいやまちよう

　　６０４-０８２５・京都府京都市中京区御所八幡町・ごしよはちまんちよう

　　６０４-０９７３・京都府京都市中京区五丁目・ごちようめ

　　６０４-８２２７・京都府京都市中京区古西町・こにしちよう

　　６０４-８２２３・京都府京都市中京区小結棚町・こむすびだなちよう

　　６０４-８０２６・京都府京都市中京区米屋町・こめやちよう

　　６０４-８２０３・京都府京都市中京区衣棚町・ころものたなちよう

　　６０４-０９８６・京都府京都市中京区昆布屋町・こんぶやちよう

　　６０４-０８６６・京都府京都市中京区西方寺町・さいほうじちよう

　　６０４-８０１７・京都府京都市中京区材木町・ざいもくちよう

　　６０４-８０６５・京都府京都市中京区坂井町・さかいちよう

　　６０４-０８８１・京都府京都市中京区坂本町・さかもとちよう

　　６０４-０８３３・京都府京都市中京区左京町・さきようちよう

　　６０４-８０３５・京都府京都市中京区桜之町・さくらのちよう

　　６０４-０９８３・京都府京都市中京区笹屋町（麩屋町通竹屋町下る）・ささやちよう

　　６０４-０９８３・京都府京都市中京区笹屋町（麩屋町通夷川上る）・ささやちよう

　　６０４-０９８３・京都府京都市中京区笹屋町（竹屋町通麩屋町西入）・ささやちよう

　　６０４-０９８３・京都府京都市中京区笹屋町（竹屋町通麩屋町東入）・ささやちよう

　　６０４-０９８３・京都府京都市中京区笹屋町（竹屋町通御幸町西入）・ささやちよう

　　６０４-０９８３・京都府京都市中京区笹屋町（夷川通麩屋町西入）・ささやちよう

　　６０４-０９８３・京都府京都市中京区笹屋町（夷川通麩屋町東入）・ささやちよう

　　６０４-８１８７・京都府京都市中京区笹屋町（御池通東洞院東入）・ささやちよう

　　６０４-８１８７・京都府京都市中京区笹屋町（御池通東洞院西入）・ささやちよう

　　６０４-８１８７・京都府京都市中京区笹屋町（御池通烏丸東入）・ささやちよう

　　６０４-８１８７・京都府京都市中京区笹屋町（東洞院通姉小路上る）・ささやちよう

　　６０４-８１８７・京都府京都市中京区笹屋町（姉小路通東洞院東入）・ささやちよう

　　６０４-０９０３・京都府京都市中京区指物町・さしものちよう

　　６０４-００９５・京都府京都市中京区指物屋町・さしものやちよう

　　６０４-８２５１・京都府京都市中京区三条油小路町・さんじようあぶらのこうじちよう

　　６０４-８３３４・京都府京都市中京区三条猪熊町・さんじよういのくまちよう

　　６０４-８３３６・京都府京都市中京区三条大宮町・さんじようおおみやちよう

　　６０４-８２０５・京都府京都市中京区三条町・さんじようちよう

　　６０４-８３１６・京都府京都市中京区三坊大宮町・さんほﾞうおおみやちよう

　　６０４-８２７７・京都府京都市中京区三坊西洞院町・さんほﾞうにしのとういんちよう

　　６０４-８２６６・京都府京都市中京区三坊堀川町・さんほﾞうほりかわちよう

　　６０４-８３１３・京都府京都市中京区三坊猪熊町北組・さんほﾞういのくまちようきたぐみ

　　６０４-８３１４・京都府京都市中京区三坊猪熊町南組・さんほﾞういのくまちようみなみぐみ



　　６０４-０８７２・京都府京都市中京区三本木五丁目・さんほﾞんぎごちようめ

　　６０４-０８７１・京都府京都市中京区三本木町・さんほﾞんぎちよう

　　６０４-８１３５・京都府京都市中京区三文字町（東洞院通三条下る）・さんもんじちよう

　　６０４-８１３５・京都府京都市中京区三文字町（東洞院通六角上る）・さんもんじちよう

　　６０４-８１３５・京都府京都市中京区三文字町（六角通東洞院西入）・さんもんじちよう

　　６０４-８１３５・京都府京都市中京区三文字町（六角通東洞院東入）・さんもんじちよう

　　６０４-８２３６・京都府京都市中京区三文字町（錦小路通堀川東入）・さんもんじちよう

　　６０４-８２３６・京都府京都市中京区三文字町（錦小路通油小路西入）・さんもんじちよう

　　６０４-８２３６・京都府京都市中京区三文字町（堀川通錦小路下る）・さんもんじちよう

　　６０４-８２３６・京都府京都市中京区三文字町（醒ケ井通錦小路下る）・さんもんじちよう

　　６０４-８２３６・京都府京都市中京区三文字町（醒ケ井通錦小路東入）・さんもんじちよう

　　６０４-８２３６・京都府京都市中京区三文字町（醒ケ井通錦小路西入）・さんもんじちよう

　　６０４-８０２７・京都府京都市中京区塩屋町（河原町通蛸薬師下る）・しおやちよう

　　６０４-８０２７・京都府京都市中京区塩屋町（河原町通四条上る）・しおやちよう

　　６０４-８０２７・京都府京都市中京区塩屋町（蛸薬師通河原町西入）・しおやちよう

　　６０４-８０２７・京都府京都市中京区塩屋町（三条通西洞院西入）・しおやちよう

　　６０４-８０２７・京都府京都市中京区塩屋町（三条通小川東入）・しおやちよう

　　６０４-８０２７・京都府京都市中京区塩屋町（三条通小川西入）・しおやちよう

　　６０４-８０２７・京都府京都市中京区塩屋町（三条通油小路東入）・しおやちよう

　　６０４-８２６１・京都府京都市中京区式阿弥町・しきあみちよう

　　６０４-８０６１・京都府京都市中京区式部町・しきぶちよう

　　６０４-８１６２・京都府京都市中京区七観音町・しちかんのんちよう

　　６０４-８３６６・京都府京都市中京区七軒町・しちけんちよう

　　６０４-８３５６・京都府京都市中京区四坊大宮町・しほﾞうおおみやちよう

　　６０４-８２５４・京都府京都市中京区四坊堀川町・しほﾞうほりかわちよう

　　６０４-０８７４・京都府京都市中京区清水町（竹屋町通烏丸東入）・しみずちよう

　　６０４-０８７４・京都府京都市中京区清水町（竹屋町通東洞院西入）・しみずちよう

　　６０４-０８７４・京都府京都市中京区清水町（竹屋町通車屋町西入）・しみずちよう

　　６０４-０８７４・京都府京都市中京区清水町（竹屋町通車屋町東入）・しみずちよう

　　６０４-０８７４・京都府京都市中京区清水町（車屋町通竹屋町下る）・しみずちよう

　　６０４-０９１１・京都府京都市中京区清水町（河原町通夷川下る）・しみずちよう

　　６０４-０９１１・京都府京都市中京区清水町（河原町通二条上る）・しみずちよう

　　６０４-０９１１・京都府京都市中京区清水町（夷川通河原町東入）・しみずちよう

　　６０４-０９１１・京都府京都市中京区清水町（夷川通土手町西入）・しみずちよう

　　６０４-０９１１・京都府京都市中京区清水町（夷川通土手町東入）・しみずちよう

　　６０４-８３３５・京都府京都市中京区下一文字町・しもいちもんじちよう

　　６０４-８０２５・京都府京都市中京区下大阪町・しもおおさかちよう

　　６０４-８３５４・京都府京都市中京区下瓦町・しもかわらちよう

　　６０４-８３５５・京都府京都市中京区下黒門町・しもくろもんちよう

　　６０４-８０１６・京都府京都市中京区下樵木町・しもこりきちよう

　　６０４-０９９５・京都府京都市中京区下御霊前町・しもごりようまえちよう

　　６０４-８０８５・京都府京都市中京区下白山町・しもはくさんちよう

　　６０４-８３３３・京都府京都市中京区下八文字町・しもはちもんじちよう

　　６０４-００４４・京都府京都市中京区下古城町・しもふるしろちよう

　　６０４-８０９１・京都府京都市中京区下本能寺前町・しもほんのうじまえちよう

　　６０４-００３４・京都府京都市中京区下松屋町・しもまつやちよう

　　６０４-００８４・京都府京都市中京区下丸屋町（小川通夷川下る）・しもまるやちよう

　　６０４-００８４・京都府京都市中京区下丸屋町（小川通夷川上る）・しもまるやちよう

　　６０４-００８４・京都府京都市中京区下丸屋町（御池通河原町東入）・しもまるやちよう

　　６０４-００８４・京都府京都市中京区下丸屋町（河原町通御池下る）・しもまるやちよう

　　６０４-００８４・京都府京都市中京区下丸屋町（河原町通姉小路上る）・しもまるやちよう

　　６０４-８００６・京都府京都市中京区下丸屋町（御池通木屋町西入）・しもまるやちよう

　　６０４-８００６・京都府京都市中京区下丸屋町（木屋町通御池下る）・しもまるやちよう

　　６０４-８００６・京都府京都市中京区下丸屋町（木屋町通姉小路上る）・しもまるやちよう

　　６０４-００２４・京都府京都市中京区下妙覚寺町・しもみようかくじちよう

　　６０４-０８７５・京都府京都市中京区砂金町・しやきんちよう

　　６０４-８１２１・京都府京都市中京区十文字町・じゆうもんじちよう

　　６０４-８４０３・京都府京都市中京区聚楽廻中町・じゆらくまわりなかまち

　　６０４-８４０４・京都府京都市中京区聚楽廻東町・じゆらくまわりひがしまち

　　６０４-８４０２・京都府京都市中京区聚楽廻西町・じゆらくまわりにしまち

　　６０４-８４１１・京都府京都市中京区聚楽廻南町・じゆらくまわりみなみまち

　　６０４-８４０１・京都府京都市中京区聚楽廻松下町・じゆらくまわりまつしたちよう

　　６０４-００３６・京都府京都市中京区正行寺町・しようぎようじちよう

　　６０４-０８７３・京都府京都市中京区少将井御旅町・しようしよういおたびちよう

　　６０４-０８６２・京都府京都市中京区少将井町・しようしよういちよう

　　６０４-８２４６・京都府京都市中京区猩々町・しようじようちよう

　　６０４-０８６７・京都府京都市中京区常真横町・じようしんよこちよう

　　６０４-０８６４・京都府京都市中京区松竹町・しようちくちよう

　　６０４-８０７５・京都府京都市中京区白壁町・しらかべちよう

　　６０４-８３７１・京都府京都市中京区神泉苑町・しんせんえんちよう



　　６０４-０８５３・京都府京都市中京区真如堂町・しんによどうちよう

　　６０４-８２０７・京都府京都市中京区神明町・しんめいちよう

　　６０４-０９０１・京都府京都市中京区末丸町・すえまるちよう

　　６０４-０８２２・京都府京都市中京区杉屋町・すぎやちよう

　　６０４-０９１３・京都府京都市中京区角倉町・すみくらちよう

　　６０４-８２２４・京都府京都市中京区炭之座町・すみのざちよう

　　６０４-８２７４・京都府京都市中京区西堂町・せいどうちよう

　　６０４-０９５１・京都府京都市中京区晴明町・せいめいちよう

　　６０４-８１２２・京都府京都市中京区瀬戸屋町・せとやちよう

　　６０４-８１４１・京都府京都市中京区泉正寺町・せんしようじちよう

　　６０４-８２６２・京都府京都市中京区宗林町・そうりんちよう

　　６０４-００２６・京都府京都市中京区大恩寺町・だいおんじちよう

　　６０４-００１４・京都府京都市中京区大黒町（釜座通夷川下る）・だいこくちよう

　　６０４-００１４・京都府京都市中京区大黒町（釜座通二条上る）・だいこくちよう

　　６０４-００１４・京都府京都市中京区大黒町（夷川通釜座東入）・だいこくちよう

　　６０４-００１４・京都府京都市中京区大黒町（夷川通釜座西入）・だいこくちよう

　　６０４-８０３１・京都府京都市中京区大黒町（河原町通三条下る）・だいこくちよう

　　６０４-８０３１・京都府京都市中京区大黒町（三条通河原町東入）・だいこくちよう

　　６０４-８０３１・京都府京都市中京区大黒町（三条通河原町西入）・だいこくちよう

　　６０４-８０３１・京都府京都市中京区大黒町（河原町通六角上る）・だいこくちよう

　　６０４-８０３１・京都府京都市中京区大黒町（西木屋町通三条下る）・だいこくちよう

　　６０４-８０３１・京都府京都市中京区大黒町（西木屋町通六角上る）・だいこくちよう

　　６０４-８０７３・京都府京都市中京区大黒町（麩屋町通六角上る）・だいこくちよう

　　６０４-８０７３・京都府京都市中京区大黒町（麩屋町通六角下る）・だいこくちよう

　　６０４-８０７３・京都府京都市中京区大黒町（六角通麩屋町西入）・だいこくちよう

　　６０４-８０７３・京都府京都市中京区大黒町（富小路通六角上る）・だいこくちよう

　　６０４-８０７３・京都府京都市中京区大黒町（富小路通六角下る）・だいこくちよう

　　６０４-８０７３・京都府京都市中京区大黒町（六角通富小路西入）・だいこくちよう

　　６０４-８０７３・京都府京都市中京区大黒町（六角通富小路東入）・だいこくちよう

　　６０４-８０７３・京都府京都市中京区大黒町（六角通柳馬場東入）・だいこくちよう

　　６０４-８０４４・京都府京都市中京区大日町・だいにちちよう

　　６０４-００７１・京都府京都市中京区大文字町（丸太町通堀川東入）・だいもんじちよう

　　６０４-００７１・京都府京都市中京区大文字町（丸太町通油小路西入）・だいもんじちよう

　　６０４-００７１・京都府京都市中京区大文字町（丸太町通油小路東入）・だいもんじちよう

　　６０４-００７１・京都府京都市中京区大文字町（丸太町通小川西入）・だいもんじちよう

　　６０４-００７１・京都府京都市中京区大文字町（油小路通竹屋町上る）・だいもんじちよう

　　６０４-００７１・京都府京都市中京区大文字町（竹屋町通油小路東入）・だいもんじちよう

　　６０４-０９０７・京都府京都市中京区大文字町（河原町通御霊図子下る））・だいもんじちよう

　　６０４-０９０７・京都府京都市中京区大文字町（河原町通竹屋町上る））・だいもんじちよう

　　６０４-０９０７・京都府京都市中京区大文字町（御幸町通御池下る）・だいもんじちよう

　　６０４-０９０７・京都府京都市中京区大文字町（御幸町通姉小路上る）・だいもんじちよう

　　６０４-０９０７・京都府京都市中京区大文字町（御池通御幸町西入）・だいもんじちよう

　　６０４-０９０７・京都府京都市中京区大文字町（御池通御幸町東入）・だいもんじちよう

　　６０４-０９０７・京都府京都市中京区大文字町（姉小路通御幸町西入）・だいもんじちよう

　　６０４-０９０７・京都府京都市中京区大文字町（姉小路通御幸町東入）・だいもんじちよう

　　６０４-８３１５・京都府京都市中京区大文字町（黒門通御池下る）・だいもんじちよう

　　６０４-８３１５・京都府京都市中京区大文字町（黒門通姉小路上る）・だいもんじちよう

　　６０４-８３１５・京都府京都市中京区大文字町（御池通黒門西入）・だいもんじちよう

　　６０４-８３１５・京都府京都市中京区大文字町（御池通黒門東入）・だいもんじちよう

　　６０４-８３１５・京都府京都市中京区大文字町（御池通猪熊西入）・だいもんじちよう

　　６０４-０８３４・京都府京都市中京区高田町・たかだちよう

　　６０４-０８３５・京都府京都市中京区高宮町（御池通高倉西入）・たかみやちよう

　　６０４-０８３５・京都府京都市中京区高宮町（御池通東洞院東入）・たかみやちよう

　　６０４-０８３５・京都府京都市中京区高宮町（御池通間之町東入）・たかみやちよう

　　６０４-０８３５・京都府京都市中京区高宮町（御池通間之町西入）・たかみやちよう

　　６０４-８０５６・京都府京都市中京区高宮町（富小路通錦小路上る）・たかみやちよう

　　６０４-８０５６・京都府京都市中京区高宮町（富小路通蛸薬師下る）・たかみやちよう

　　６０４-８１５３・京都府京都市中京区笋町・たかんなちよう

　　６０４-０８２３・京都府京都市中京区竹屋町・たけやちよう

　　６０４-００２１・京都府京都市中京区蛸薬師町・たこやくしちよう

　　６０４-８０６２・京都府京都市中京区蛸屋町・たこやちよう

　　６０４-８３５１・京都府京都市中京区畳屋町・たたみやちよう

　　６０４-０８０２・京都府京都市中京区橘町（堺町通丸太町下る）・たちはﾞなちよう

　　６０４-０８０２・京都府京都市中京区橘町（堺町通竹屋町上る）・たちはﾞなちよう

　　６０４-０８０２・京都府京都市中京区橘町（竹屋町通堺町西入）・たちはﾞなちよう

　　６０４-０８０２・京都府京都市中京区橘町（竹屋町通堺町東入）・たちはﾞなちよう

　　６０４-０９４４・京都府京都市中京区橘町（押小路通御幸町西入）・たちはﾞなちよう

　　６０４-０９４４・京都府京都市中京区橘町（押小路通麩屋町西入）・たちはﾞなちよう

　　６０４-０９４４・京都府京都市中京区橘町（押小路通麩屋町東入）・たちはﾞなちよう

　　６０４-０９４４・京都府京都市中京区橘町（押小路通富小路西入）・たちはﾞなちよう



　　６０４-０９４４・京都府京都市中京区橘町（押小路通富小路東入）・たちはﾞなちよう

　　６０４-０９４４・京都府京都市中京区橘町（押小路通柳馬場東入）・たちはﾞなちよう

　　６０４-０９１４・京都府京都市中京区橘柳町・たちはﾞなやなぎちよう

　　６０４-８１７６・京都府京都市中京区龍池町・たついけちよう

　　６０４-００１２・京都府京都市中京区竪大恩寺町・たてだいおんじちよう

　　６０４-００８１・京都府京都市中京区田中町・たなかちよう

　　６０４-０００５・京都府京都市中京区玉植町・たまうえちよう

　　６０４-８２１１・京都府京都市中京区玉蔵町・たまくらちよう

　　６０４-０９６２・京都府京都市中京区達磨町・だるまちよう

　　６０４-８３２２・京都府京都市中京区樽屋町・たるやちよう

　　６０４-０９５２・京都府京都市中京区俵屋町（富小路通二条下る）・たわらやちよう

　　６０４-０９５２・京都府京都市中京区俵屋町（富小路通押小路上る）・たわらやちよう

　　６０４-０９６６・京都府京都市中京区俵屋町（夷川通富小路西入）・たわらやちよう

　　６０４-０９６６・京都府京都市中京区俵屋町（夷川通柳馬場東入）・たわらやちよう

　　６０４-８３１１・京都府京都市中京区俵屋町（御池通猪熊西入）・たわらやちよう

　　６０４-８３１１・京都府京都市中京区俵屋町（御池通黒門東入）・たわらやちよう

　　６０４-８１３３・京都府京都市中京区滕屋町・ちぎりやちよう

　　６０４-０９３５・京都府京都市中京区丁子屋町・ちようじやちよう

　　６０４-８２７１・京都府京都市中京区津軽町・つがるちよう

　　６０４-８２０２・京都府京都市中京区突抜町（衣棚通姉小路下る）・つきぬけちよう

　　６０４-８２０２・京都府京都市中京区突抜町（衣棚通三条上る）・つきぬけちよう

　　６０４-８２０２・京都府京都市中京区突抜町（姉小路通室町西入）・つきぬけちよう

　　６０４-８２０２・京都府京都市中京区突抜町（姉小路通衣棚西入）・つきぬけちよう

　　６０４-８２０２・京都府京都市中京区突抜町（姉小路通衣棚東入）・つきぬけちよう

　　６０４-８２０２・京都府京都市中京区突抜町（姉小路通新町東入）・つきぬけちよう

　　６０４-８２７２・京都府京都市中京区突抜町（釜座通姉小路下る）・つきぬけちよう

　　６０４-８２７２・京都府京都市中京区突抜町（釜座通三条上る）・つきぬけちよう

　　６０４-８２７２・京都府京都市中京区突抜町（姉小路通新町西入）・つきぬけちよう

　　６０４-８２７２・京都府京都市中京区突抜町（姉小路通釜座西入）・つきぬけちよう

　　６０４-８２７２・京都府京都市中京区突抜町（姉小路通釜座東入）・つきぬけちよう

　　６０４-８２７２・京都府京都市中京区突抜町（姉小路通西洞院東入）・つきぬけちよう

　　６０４-００５５・京都府京都市中京区土橋町・つちはﾞしちよう

　　６０４-００６１・京都府京都市中京区槌屋町（小川通夷川下る）・つちやちよう

　　６０４-００６１・京都府京都市中京区槌屋町（小川通二条上る）・つちやちよう

　　６０４-８１１２・京都府京都市中京区槌屋町（柳馬場通三条下る）・つちやちよう

　　６０４-８１１２・京都府京都市中京区槌屋町（柳馬場通六角上る）・つちやちよう

　　６０４-８１１２・京都府京都市中京区槌屋町（六角通柳馬場西入）・つちやちよう

　　６０４-８１１２・京都府京都市中京区槌屋町（六角通柳入）・つちやちよう

　　６０４-０８１４・京都府京都市中京区壺屋町（東洞院通夷川下る）・つほﾞやちよう

　　６０４-０８１４・京都府京都市中京区壺屋町（東洞院通二条上る）・つほﾞやちよう

　　６０４-０８１４・京都府京都市中京区壺屋町（夷川通東洞院西入）・つほﾞやちよう

　　６０４-０８１４・京都府京都市中京区壺屋町（夷川通東東入）・つほﾞやちよう

　　６０４-８２５５・京都府京都市中京区壺屋町（堀川通六角下る）・つほﾞやちよう

　　６０４-８２５５・京都府京都市中京区壺屋町（六角通堀川東入）・つほﾞやちよう

　　６０４-８２５５・京都府京都市中京区壺屋町（堀川通蛸薬師上る）・つほﾞやちよう

　　６０４-８２５５・京都府京都市中京区壺屋町（小川通御池下る）・つほﾞやちよう

　　６０４-８２５５・京都府京都市中京区壺屋町（小川通姉小路上る）・つほﾞやちよう

　　６０４-８１５２・京都府京都市中京区手洗水町・てあらいみずちよう

　　６０４-０８１２・京都府京都市中京区天守町・てんしゆちよう

　　６０４-８０８１・京都府京都市中京区天性寺前町・てんしようじまえちよう

　　６０４-８２２１・京都府京都市中京区天神山町・てんじんやまちよう

　　６０４-０９５６・京都府京都市中京区等持寺町・とうじじちよう

　　６０４-０００１・京都府京都市中京区道場町・どうじようちよう

　　６０４-８１３４・京都府京都市中京区堂之前町・どうのまえちよう

　　６０４-８１１８・京都府京都市中京区道祐町・どうゆうちよう

　　６０４-８２２５・京都府京都市中京区蟷螂山町・とうろうやまちよう

　　６０４-０９１５・京都府京都市中京区常盤木町・ときわぎちよう

　　６０４-０８６３・京都府京都市中京区巴町・ともえちよう

　　６０４-０９５５・京都府京都市中京区虎石町・とらいしちよう

　　６０４-８１７１・京都府京都市中京区虎屋町・とらやちよう

　　６０４-８１８４・京都府京都市中京区曇華院前町・どんげいんまえちよう

　　６０４-８１２５・京都府京都市中京区中魚屋町・なかうおやちよう

　　６０４-８００４・京都府京都市中京区中島町・なかじまちよう

　　６０４-８０４７・京都府京都市中京区中筋町・なかすじちよう

　　６０４-００３２・京都府京都市中京区中之町（新町通御池上る）・なかのちよう

　　６０４-００３２・京都府京都市中京区中之町（新町通押小路下る）・なかのちよう

　　６０４-００８６・京都府京都市中京区中之町（小川通丸太町下る）・なかのちよう

　　６０４-００８６・京都府京都市中京区中之町（小川通竹屋町上る）・なかのちよう

　　６０４-８０４２・京都府京都市中京区中之町（寺町通錦小路下る）・なかのちよう

　　６０４-８０４２・京都府京都市中京区中之町（寺町通四条上る）・なかのちよう



　　６０４-８０４２・京都府京都市中京区中之町（新京極通錦小路下る）・なかのちよう

　　６０４-８０４２・京都府京都市中京区中之町（新京極通四条上る）・なかのちよう

　　６０４-８０４２・京都府京都市中京区中之町（錦小路通寺町東入）・なかのちよう

　　６０４-８０４２・京都府京都市中京区中之町（裏寺町通蛸薬師下る）・なかのちよう

　　６０４-８０４２・京都府京都市中京区中之町（裏寺町通四条上る）・なかのちよう

　　６０４-８０８３・京都府京都市中京区中之町（三条通麩屋町西入）・なかのちよう

　　６０４-８０８３・京都府京都市中京区中之町（三条通富小路西入）・なかのちよう

　　６０４-８０８３・京都府京都市中京区中之町（三条通富小路東入）・なかのちよう

　　６０４-８０８３・京都府京都市中京区中之町（三条通柳馬場東入）・なかのちよう

　　６０４-８０８３・京都府京都市中京区中之町（富小路通三条下る）・なかのちよう

　　６０４-８０９４・京都府京都市中京区中白山町・なかはくさんちよう

　　６０４-８２０１・京都府京都市中京区長浜町・ながはまちよう

　　６０４-０８４４・京都府京都市中京区仲保利町・なかほりちよう

　　６０４-００７６・京都府京都市中京区七町目・ななちようめ

　　６０４-８０１５・京都府京都市中京区鍋屋町・なべやちよう

　　６０４-８０３３・京都府京都市中京区奈良屋町・ならやちよう

　　６０４-０８５４・京都府京都市中京区仁王門町・におうもんちよう

　　６０４-０８４１・京都府京都市中京区仁王門突抜町・におうもんつきぬけちよう

　　６０４-０９２１・京都府京都市中京区西生洲町・にしいけすちよう

　　６０４-８１４２・京都府京都市中京区西魚屋町・にしうおやちよう

　　６０４-００７３・京都府京都市中京区西夷川町・にしえびすがわちよう

　　６０４-０８４２・京都府京都市中京区西押小路町・にしおしこうじちよう

　　６０４-８３６３・京都府京都市中京区錦猪熊町・にしきいのくまちよう

　　６０４-８３６５・京都府京都市中京区錦大宮町・にしきおおみやちよう

　　６０４-８２３５・京都府京都市中京区錦堀川町・にしきほりかわちよう

　　６０４-０８５１・京都府京都市中京区西九軒町・にしきゆうけんちよう

　　６０４-０９０４・京都府京都市中京区西革堂町・にしこうどうちよう

　　６０４-８２６５・京都府京都市中京区西三坊堀川町・にしさんほﾞうほりかわちよう

　　６０４-００６３・京都府京都市中京区西大黒町・にしだいこくちよう

　　６０４-８０５４・京都府京都市中京区西大文字町・にしだいもんじちよう

　　６０４-００７５・京都府京都市中京区西竹屋町・にしたけやちよう

　　６０４-８２２６・京都府京都市中京区西錦小路町・にしにしきこうじちよう

　　６０４-８３７５・京都府京都市中京区西ノ京池ノ内町・にしのきよういけのうちちよう

　　６０４-８４１７・京都府京都市中京区西ノ京内畑町・にしのきよううちはたちよう

　　６０４-８４９２・京都府京都市中京区西ノ京右馬寮町・にしのきよううまりようちよう

　　６０４-８４６３・京都府京都市中京区西ノ京円町・にしのきようえんまち

　　６０４-８４６７・京都府京都市中京区西ノ京大炊御門町・にしのきようおおいごもんちよう

　　６０４-８４１４・京都府京都市中京区西ノ京小倉町・にしのきようおぐらちよう

　　６０４-８４８２・京都府京都市中京区西ノ京笠殿町・にしのきようかさどのちよう

　　６０４-８４５３・京都府京都市中京区西ノ京春日町・にしのきようかすがちよう

　　６０４-８４８４・京都府京都市中京区西ノ京上合町・にしのきようかみあいちよう

　　６０４-８４９４・京都府京都市中京区西ノ京上平町・にしのきようかみひらちよう

　　６０４-８４１３・京都府京都市中京区西ノ京勧学院町・にしのきようかんがくいんちよう

　　６０４-８４６２・京都府京都市中京区西ノ京北円町・にしのきようきたえんまち

　　６０４-８４３３・京都府京都市中京区西ノ京北小路町・にしのきようきたこうじちよう

　　６０４-８４７２・京都府京都市中京区西ノ京北壺井町・にしのきようきたつほﾞいちよう

　　６０４-８４０５・京都府京都市中京区西ノ京車坂町・にしのきようくるまざかちよう

　　６０４-８４４２・京都府京都市中京区西ノ京桑原町・にしのきようくわはﾞらちよう

　　６０４-８４５４・京都府京都市中京区西ノ京小堀池町・にしのきようこほﾞりいけちよう

　　６０４-８３８３・京都府京都市中京区西ノ京小堀町・にしのきようこほﾞりちよう

　　６０４-８４９１・京都府京都市中京区西ノ京左馬寮町・にしのきようさまりようちよう

　　６０４-８４３５・京都府京都市中京区西ノ京三条坊町・にしのきようさんじようほﾞうちよう

　　６０４-８４９６・京都府京都市中京区西ノ京鹿垣町・にしのきようしかがきちよう

　　６０４-８３８４・京都府京都市中京区西ノ京式部町・にしのきようしきぶちよう

　　６０４-８４４３・京都府京都市中京区西ノ京島ノ内町・にしのきようしまのうちちよう

　　６０４-８４３６・京都府京都市中京区西ノ京下合町・にしのきようしもあいちよう

　　６０４-８３８１・京都府京都市中京区西ノ京職司町・にしのきようしよくしちよう

　　６０４-８４３４・京都府京都市中京区西ノ京新建町・にしのきようしんだてちよう

　　６０４-８４７４・京都府京都市中京区西ノ京塚本町・にしのきようつかもとちよう

　　６０４-８４４４・京都府京都市中京区西ノ京月輪町・にしのきようつきのわちよう

　　６０４-８４５６・京都府京都市中京区西ノ京壺ノ内町・にしのきようつほﾞのうちちよう

　　６０４-８４２５・京都府京都市中京区西ノ京銅駝町・にしのきようどうだちよう

　　６０４-８４１５・京都府京都市中京区西ノ京栂尾町・にしのきようとがのおちよう

　　６０４-８４４５・京都府京都市中京区西ノ京徳大寺町・にしのきようとくだいじちよう

　　６０４-８４６１・京都府京都市中京区西ノ京中保町・にしのきようなかほちよう

　　６０４-８４７５・京都府京都市中京区西ノ京中御門西町・にしのきようなかみかどにしまち

　　６０４-８４７１・京都府京都市中京区西ノ京中御門東町・にしのきようなかみかどひがしまち

　　６０４-８４２１・京都府京都市中京区西ノ京永本町・にしのきようながもとちよう

　　６０４-８４１２・京都府京都市中京区西ノ京南聖町・にしのきようなんせいちよう

　　６０４-８４６５・京都府京都市中京区西ノ京西円町・にしのきようにしえんまち



　　６０４-８４２３・京都府京都市中京区西ノ京西月光町・にしのきようにしげつこうちよう

　　６０４-８４９５・京都府京都市中京区西ノ京西鹿垣町・にしのきようにししかがきちよう

　　６０４-８４４１・京都府京都市中京区西ノ京西中合町・にしのきようにしなかあいちよう

　　６０４-８４５２・京都府京都市中京区西ノ京伯楽町・にしのきようはくらくちよう

　　６０４-８４５７・京都府京都市中京区西ノ京馬代町・にしのきようはﾞだいちよう

　　６０４-８４３１・京都府京都市中京区西ノ京原町・にしのきようはらまち

　　６０４-８４４６・京都府京都市中京区西ノ京日扇町・にしのきようひおうぎちよう

　　６０４-８４２２・京都府京都市中京区西ノ京東月光町・にしのきようひがしげつこうちよう

　　６０４-８４１８・京都府京都市中京区西ノ京東栂尾町・にしのきようひがしとがのおちよう

　　６０４-８４３７・京都府京都市中京区西ノ京東中合町・にしのきようひがしなかあいちよう

　　６０４-８４２４・京都府京都市中京区西ノ京樋ノ口町・にしのきようひのくちちよう

　　６０４-８４８５・京都府京都市中京区西ノ京平町・にしのきようひらまち

　　６０４-８４５５・京都府京都市中京区西ノ京藤ノ木町・にしのきようふじのきちよう

　　６０４-８４２６・京都府京都市中京区西ノ京船塚町・にしのきようふなつﾞかちよう

　　６０４-８３８２・京都府京都市中京区西ノ京北聖町・にしのきようほくせいちよう

　　６０４-８４１６・京都府京都市中京区西ノ京星池町・にしのきようほしがいけちよう

　　６０４-８４５１・京都府京都市中京区西ノ京御輿岡町・にしのきようみこしがおかちよう

　　６０４-８４６４・京都府京都市中京区西ノ京南円町・にしのきようみなみえんまち

　　６０４-８４６６・京都府京都市中京区西ノ京南大炊御門町・にしのきようみなみおおいごもんちよう

　　６０４-８４８３・京都府京都市中京区西ノ京南上合町・にしのきようみなみかみあいちよう

　　６０４-８４７３・京都府京都市中京区西ノ京南壺井町・にしのきようみなみつほﾞいちよう

　　６０４-８４３２・京都府京都市中京区西ノ京南原町・にしのきようみなみはらまち

　　６０４-８４９３・京都府京都市中京区西ノ京南両町・にしのきようみなみりようまち

　　６０４-８４９７・京都府京都市中京区西ノ京両町・にしのきようりようまち

　　６０４-８４８１・京都府京都市中京区西ノ京冷泉町・にしのきようれいせんちよう

　　６０４-００５１・京都府京都市中京区二条油小路町・にじようあぶらのこうじちよう

　　６０４-００１３・京都府京都市中京区二条新町・にじようしんちよう

　　６０４-８３０１・京都府京都市中京区二条城町・にじようじようちよう

　　６０４-０８４５・京都府京都市中京区二条殿町・にじようでんちよう

　　６０４-００４１・京都府京都市中京区二条西洞院町・にじようにしのとういんちよう

　　６０４-００２３・京都府京都市中京区西横町・にしよこちよう

　　６０４-８２１７・京都府京都市中京区西六角町・にしろつかくちよう

　　６０４-０８４３・京都府京都市中京区塗師屋町・ぬしやちよう

　　６０４-８２５７・京都府京都市中京区橋浦町・はしうらちよう

　　６０４-８００３・京都府京都市中京区橋下町・はししたちよう

　　６０４-８３３２・京都府京都市中京区橋西町・はしにしちよう

　　６０４-００３３・京都府京都市中京区橋之町・はしのちよう

　　６０４-８２５８・京都府京都市中京区橋東詰町・はしひがしつﾞめちよう

　　６０４-８１５１・京都府京都市中京区橋弁慶町・はしべんけいちよう

　　６０４-００７２・京都府京都市中京区橋本町・はしもとちよう

　　６０４-００７４・京都府京都市中京区八町目・はちちようめ

　　６０４-０００３・京都府京都市中京区花立町・はなたてちよう

　　６０４-８１７２・京都府京都市中京区場之町・はﾞのちよう

　　６０４-８１４３・京都府京都市中京区阪東屋町・はﾞんとうやちよう

　　６０４-０８２６・京都府京都市中京区柊町・ひいらぎちよう

　　６０４-０９２２・京都府京都市中京区東生洲町・ひがしいけすちよう

　　６０４-８０５５・京都府京都市中京区東魚屋町・ひがしうおやちよう

　　６０４-００８３・京都府京都市中京区東夷川町・ひがしえびすがわちよう

　　６０４-８１８３・京都府京都市中京区東片町・ひがしかたまち

　　６０４-８０４６・京都府京都市中京区東側町・ひがしがわちよう

　　６０４-０８５２・京都府京都市中京区東九軒町・ひがしきゆうけんちよう

　　６０４-０９０６・京都府京都市中京区東椹木町・ひがしさわらぎちよう

　　６０４-８０４３・京都府京都市中京区東大文字町・ひがしだいもんじちよう

　　６０４-００８５・京都府京都市中京区東竹屋町・ひがしたけやちよう

　　６０４-０８５５・京都府京都市中京区東玉屋町・ひがしたまやちよう

　　６０４-０９５４・京都府京都市中京区東八幡町・ひがしはちまんちよう

　　６０４-０８７６・京都府京都市中京区光リ堂町・ひかりどうちよう

　　６０４-８１３１・京都府京都市中京区菱屋町・ひしやちよう

　　６０４-００８２・京都府京都市中京区毘沙門町（西洞院通竹屋町下る）・びしやもんちよう

　　６０４-００８２・京都府京都市中京区毘沙門町（西洞院通夷川上る）・びしやもんちよう

　　６０４-００８２・京都府京都市中京区毘沙門町（竹屋町通西洞院西入）・びしやもんちよう

　　６０４-００８２・京都府京都市中京区毘沙門町（竹屋町通西洞院東入）・びしやもんちよう

　　６０４-００８２・京都府京都市中京区毘沙門町（夷川通西洞院東入）・びしやもんちよう

　　６０４-０９８１・京都府京都市中京区毘沙門町（御幸町通丸太町下る)・びしやもんちよう

　　６０４-０９８１・京都府京都市中京区毘沙門町（御幸町通竹屋町上る)・びしやもんちよう

　　６０４-０９８１・京都府京都市中京区毘沙門町（丸太町通御幸町西入)・びしやもんちよう

　　６０４-０９８１・京都府京都市中京区毘沙門町（丸太町通御幸町東入)・びしやもんちよう

　　６０４-０９８１・京都府京都市中京区毘沙門町（竹屋町通御幸町西入)・びしやもんちよう

　　６０４-０９８１・京都府京都市中京区毘沙門町（竹屋町通御幸町東入)・びしやもんちよう

　　６０４-０９８１・京都府京都市中京区毘沙門町（竹屋町通麩屋町東入）・びしやもんちよう



　　６０４-８０２３・京都府京都市中京区備前島町・びぜんじまちよう

　　６０４-０９１２・京都府京都市中京区樋之口町・ひのくちちよう

　　６０４-８０８４・京都府京都市中京区福長町・ふくながちよう

　　６０４-０８８２・京都府京都市中京区福屋町・ふくやちよう

　　６０４-８３６４・京都府京都市中京区藤岡町・ふじおかちよう

　　６０４-０９９２・京都府京都市中京区藤木町・ふじきちよう

　　６０４-８２３４・京都府京都市中京区藤西町・ふじにしちよう

　　６０４-８２３３・京都府京都市中京区藤本町・ふじもとちよう

　　６０４-８２１５・京都府京都市中京区不動町・ふどうちよう

　　６０４-０９８５・京都府京都市中京区舟屋町・ふなやちよう

　　６０４-０８３６・京都府京都市中京区船屋町（東洞院通押小路下る）・ふなやちよう

　　６０４-０８３６・京都府京都市中京区船屋町（東洞院通御池上る）・ふなやちよう

　　６０４-０８３６・京都府京都市中京区船屋町（押小路通東洞院西入）・ふなやちよう

　　６０４-０８３６・京都府京都市中京区船屋町（押小路通東洞院東入）・ふなやちよう

　　６０４-８０５１・京都府京都市中京区船屋町（御幸町通蛸薬師下る）・ふなやちよう

　　６０４-８０５１・京都府京都市中京区船屋町（御幸町通錦小路上る）・ふなやちよう

　　６０４-８０５１・京都府京都市中京区船屋町（蛸薬師通御幸町東入）・ふなやちよう

　　６０４-８０５１・京都府京都市中京区船屋町（錦小路通御幸町東入）・ふなやちよう

　　６０４-００４５・京都府京都市中京区古城町・ふるしろちよう

　　６０４-０８８４・京都府京都市中京区塀之内町・へいのうちちよう

　　６０４-８０８２・京都府京都市中京区弁慶石町・べんけいいしちよう

　　６０４-００９３・京都府京都市中京区弁財天町・べんざいてんちよう

　　６０４-０９０２・京都府京都市中京区鉾田町・ほこでんちよう

　　６０４-０９６３・京都府京都市中京区布袋屋町・ほていやちよう

　　６０４-８１６４・京都府京都市中京区骨屋町・ほねやちよう

　　６０４-８０６４・京都府京都市中京区骨屋之町・ほねやのちよう

　　６０４-８１１７・京都府京都市中京区堀之上町・ほりのうえちよう

　　６０４-８２４３・京都府京都市中京区本能寺町・ほんのうじちよう

　　６０４-０８５７・京都府京都市中京区蒔絵屋町・まきえやちよう

　　６０４-００９６・京都府京都市中京区桝屋町（釜座通丸太町下る）・ますやちよう

　　６０４-００９６・京都府京都市中京区桝屋町（釜座通竹屋町上る）・ますやちよう

　　６０４-０９７１・京都府京都市中京区桝屋町（富小路通丸太町下る）・ますやちよう

　　６０４-０９７１・京都府京都市中京区桝屋町（富小路通竹屋町上る）・ますやちよう

　　６０４-０９７１・京都府京都市中京区桝屋町（丸太町通富小路東入）・ますやちよう

　　６０４-０９７１・京都府京都市中京区桝屋町（竹屋町通富小路東入）・ますやちよう

　　６０４-０９７１・京都府京都市中京区桝屋町（丸太町通富小路西入）・ますやちよう

　　６０４-０９７１・京都府京都市中京区桝屋町（竹屋町通富小路西入）・ますやちよう

　　６０４-８０５３・京都府京都市中京区桝屋町（麩屋町通錦小路下る）・ますやちよう

　　６０４-８０５３・京都府京都市中京区桝屋町（麩屋町通四条上る）・ますやちよう

　　６０４-８０５３・京都府京都市中京区桝屋町（錦小路通麩屋町西入）・ますやちよう

　　６０４-８０５３・京都府京都市中京区桝屋町（錦小路通麩屋町東入）・ますやちよう

　　６０４-８１１１・京都府京都市中京区桝屋町（柳馬場通三条上る)・ますやちよう

　　６０４-８１１１・京都府京都市中京区桝屋町（柳馬場通三条下る)・ますやちよう

　　６０４-８１１１・京都府京都市中京区桝屋町（堺町通三条上る)・ますやちよう

　　６０４-８１１１・京都府京都市中京区桝屋町（堺町通三条下る)・ますやちよう

　　６０４-８１１１・京都府京都市中京区桝屋町（高倉通三条上る)・ますやちよう

　　６０４-８１１１・京都府京都市中京区桝屋町（高倉通三条下る)・ますやちよう

　　６０４-８１１１・京都府京都市中京区桝屋町（三条通柳馬場西入)・ますやちよう

　　６０４-８１１１・京都府京都市中京区桝屋町（三条通堺町西入)・ますやちよう

　　６０４-８１１１・京都府京都市中京区桝屋町（三条通堺町東入）・ますやちよう

　　６０４-８１１１・京都府京都市中京区桝屋町（三条通高倉東入）・ますやちよう

　　６０４-８２０６・京都府京都市中京区町頭町・まちがしらちよう

　　６０４-８３６２・京都府京都市中京区松浦町・まつうらちよう

　　６０４-８０３４・京都府京都市中京区松ケ枝町・まつがえちよう

　　６０４-８０９３・京都府京都市中京区松下町・まつしたちよう

　　６０４-０９８２・京都府京都市中京区松本町（御幸町通竹屋町下る）・まつもとちよう

　　６０４-０９８２・京都府京都市中京区松本町（御幸町通夷川上る）・まつもとちよう

　　６０４-０９８２・京都府京都市中京区松本町（御幸町通竹屋町西入）・まつもとちよう

　　６０４-０９８２・京都府京都市中京区松本町（御幸町通竹屋町東入）・まつもとちよう

　　６０４-０９８２・京都府京都市中京区松本町（夷川通御幸町西入）・まつもとちよう

　　６０４-０９８２・京都府京都市中京区松本町（夷川通御幸町東入）・まつもとちよう

　　６０４-８０１３・京都府京都市中京区松本町（先斗町通四条上る）・まつもとちよう(

　　６０４-８０１３・京都府京都市中京区松本町（先斗町通三条下る）・まつもとちよう(

　　６０４-０８３１・京都府京都市中京区松屋町・まつやちよう

　　６０４-８１０６・京都府京都市中京区丸木材木町・まるきざいもくちよう

　　６０４-００７７・京都府京都市中京区丸太町・まるたちよう

　　６０４-０９１７・京都府京都市中京区丸屋町（夷川通寺町西入）・まるやちよう

　　６０４-０９１７・京都府京都市中京区丸屋町（夷川通御幸町東入）・まるやちよう

　　６０４-８０８６・京都府京都市中京区丸屋町（御幸町通姉小路下る）・まるやちよう

　　６０４-８０８６・京都府京都市中京区丸屋町（御幸町通三条上る）・まるやちよう



　　６０４-８０８６・京都府京都市中京区丸屋町（姉小路通御幸町西入）・まるやちよう

　　６０４-８０８６・京都府京都市中京区丸屋町（姉小路通御幸町東入）・まるやちよう

　　６０４-８１３２・京都府京都市中京区丸屋町（高倉通三条下る）・まるやちよう

　　６０４-８１３２・京都府京都市中京区丸屋町（高倉通六角上る）・まるやちよう

　　６０４-８１６１・京都府京都市中京区饅頭屋町・まんじゆうやちよう

　　６０４-８１６６・京都府京都市中京区御倉町・みくらちよう

　　６０４-８１４７・京都府京都市中京区御射山町・みさやまちよう

　　６０４-８０２２・京都府京都市中京区南車屋町・みなみくるまやちよう

　　６０４-８８１２・京都府京都市中京区壬生相合町・みぶあいあいちよう

　　６０４-８８７４・京都府京都市中京区壬生天池町・みぶあまがいけちよう

　　６０４-８８５１・京都府京都市中京区壬生上大竹町・みぶかみおおたけちよう

　　６０４-８８１１・京都府京都市中京区壬生賀陽御所町・みぶかようごしよちよう

　　６０４-８８７２・京都府京都市中京区壬生御所ノ内町・みぶごしよのうちちよう

　　６０４-８８３２・京都府京都市中京区壬生下溝町・みぶしもみぞちよう

　　６０４-８８７１・京都府京都市中京区壬生朱雀町・みぶしゆじやくちよう

　　６０４-８８６１・京都府京都市中京区壬生神明町・みぶしんめいちよう

　　６０４-８８５４・京都府京都市中京区壬生仙念町・みぶせんねんちよう

　　６０４-８８２４・京都府京都市中京区壬生高樋町・みぶたかひちよう

　　６０４-８８２２・京都府京都市中京区壬生辻町・みぶつじまち

　　６０４-８８４２・京都府京都市中京区壬生土居ノ内町・みぶどいのうちちよう

　　６０４-８８６３・京都府京都市中京区壬生中川町・みぶなかがわちよう

　　６０４-８８２１・京都府京都市中京区壬生梛ノ宮町・みぶなぎのみやちよう

　　６０４-８８５６・京都府京都市中京区壬生西大竹町・みぶにしおおたけちよう

　　６０４-８８４７・京都府京都市中京区壬生西土居ノ内町・みぶにしどいのうちちよう

　　６０４-８８４６・京都府京都市中京区壬生西桧町・みぶにしひのきちよう

　　６０４-８８７３・京都府京都市中京区壬生花井町・みぶはないちよう

　　６０４-８８０５・京都府京都市中京区壬生馬場町・みぶはﾞんはﾞちよう

　　６０４-８８５２・京都府京都市中京区壬生東大竹町・みぶひがしおおたけちよう

　　６０４-８８４５・京都府京都市中京区壬生東高田町・みぶひがしたかだちよう

　　６０４-８８４１・京都府京都市中京区壬生東土居ノ内町・みぶひがしどいのうちちよう

　　６０４-８８４３・京都府京都市中京区壬生東桧町・みぶひがしひのきちよう

　　６０４-８８５３・京都府京都市中京区壬生東淵田町・みぶひがしふちだちよう

　　６０４-８８４４・京都府京都市中京区壬生桧町・みぶひのきちよう

　　６０４-８８５５・京都府京都市中京区壬生淵田町・みぶふちだちよう

　　６０４-８８０４・京都府京都市中京区壬生坊城町・みぶほﾞうじようちよう

　　６０４-８８２３・京都府京都市中京区壬生松原町・みぶまつはﾞらちよう

　　６０４-８８３１・京都府京都市中京区壬生森前町・みぶもりまえちよう

　　６０４-８８６２・京都府京都市中京区壬生森町・みぶもりまち

　　６０４-８２７５・京都府京都市中京区宮木町・みやぎちよう

　　６０４-８３５３・京都府京都市中京区宮本町・みやもとちよう

　　６０４-０９３２・京都府京都市中京区妙満寺前町・みようまんじまえちよう

　　６０４-０８０５・京都府京都市中京区百足屋町（夷川通柳馬場西入）・むかでやちよう

　　６０４-０８０５・京都府京都市中京区百足屋町（夷川通堺町東入）・むかでやちよう

　　６０４-０８０５・京都府京都市中京区百足屋町（夷川通堺町西入）・むかでやちよう

　　６０４-０８０５・京都府京都市中京区百足屋町（夷川通高倉東入）・むかでやちよう

　　６０４-８２１４・京都府京都市中京区百足屋町（新町通蛸薬師下る）・むかでやちよう

　　６０４-８２１４・京都府京都市中京区百足屋町（新町通錦小路上る）・むかでやちよう

　　６０４-８２１４・京都府京都市中京区百足屋町（蛸薬師通新町西入）・むかでやちよう

　　６０４-８２１４・京都府京都市中京区百足屋町（錦小路通新町西入）・むかでやちよう

　　６０４-８２１４・京都府京都市中京区百足屋町（錦小路通新町東入）・むかでやちよう

　　６０４-８３０３・京都府京都市中京区最上町・もがみちよう

　　６０４-８１４５・京都府京都市中京区元竹田町・もとたけだちよう

　　６０４-８１４４・京都府京都市中京区元法然寺町・もとほうねんじちよう

　　６０４-８２４４・京都府京都市中京区元本能寺町・もとほんのうじちよう

　　６０４-８２３１・京都府京都市中京区元本能寺南町・もとほんのうじみなみちよう

　　６０４-００５３・京都府京都市中京区森ノ木町・もりのきちよう

　　６０４-０９５３・京都府京都市中京区守山町・もりやまちよう

　　６０４-８３０６・京都府京都市中京区門前町・もんぜんちよう

　　６０４-８０７２・京都府京都市中京区八百屋町（六角通寺町西入）・やおやちよう

　　６０４-８０７２・京都府京都市中京区八百屋町（六角通御幸町東入）・やおやちよう

　　６０４-８０７２・京都府京都市中京区八百屋町（六角通御幸町西入）・やおやちよう

　　６０４-８０７２・京都府京都市中京区八百屋町（六角通麩屋町東入）・やおやちよう

　　６０４-８０７２・京都府京都市中京区八百屋町（御幸町通麩屋町下る）・やおやちよう

　　６０４-８０７２・京都府京都市中京区八百屋町（麩屋町通六角下る）・やおやちよう

　　６０４-８１２３・京都府京都市中京区八百屋町（堺町通錦小路下る）・やおやちよう

　　６０４-８１２３・京都府京都市中京区八百屋町（堺町通四条上る）・やおやちよう

　　６０４-００６２・京都府京都市中京区薬師町・やくしちよう

　　６０４-８１０１・京都府京都市中京区柳八幡町・やなぎはちまんちよう

　　６０４-８０３２・京都府京都市中京区山崎町・やまざきちよう

　　６０４-８２３７・京都府京都市中京区山田町・やまだちよう



　　６０４-０８１５・京都府京都市中京区山中町・やまなかちよう

　　６０４-８１５６・京都府京都市中京区山伏山町・やまぶしやまちよう

　　６０４-０９３３・京都府京都市中京区山本町・やまもとちよう

　　６０４-００６４・京都府京都市中京区矢幡町・やわたちよう

　　６０４-０９１６・京都府京都市中京区要法寺前町・ようほうじまえちよう

　　６０４-００８７・京都府京都市中京区横鍛冶町・よこかじちよう

　　６０４-８３６１・京都府京都市中京区吉野町・よしのちよう

　　６０４-０９７４・京都府京都市中京区四丁目・よんちようめ

　　６０４-８２４２・京都府京都市中京区柳水町・りゆうすいちよう

　　６０４-８２０４・京都府京都市中京区了頓図子町・りようとんずしちよう

　　６０４-００１１・京都府京都市中京区冷泉町・れいせんちよう

　　６０４-０９６５・京都府京都市中京区六丁目・ろくちようめ

　　６０４-８２４５・京都府京都市中京区六角油小路町・ろつかくあぶらのこうじちよう

　　６０４-８３４２・京都府京都市中京区六角猪熊町・ろつかくいのくまちよう

　　６０４-８３４４・京都府京都市中京区六角大宮町・ろつかくおおみやちよう

　　６０４-８２１２・京都府京都市中京区六角町・ろつかくちよう

　　６０４-８０１１・京都府京都市中京区若松町・わかまつちよう

　　６０４-０８０３・京都府京都市中京区和久屋町（竹屋町通柳馬場西入）・わくやちよう

　　６０４-０８０３・京都府京都市中京区和久屋町（竹屋町通堺町東入）・わくやちよう

　　６０４-０８０３・京都府京都市中京区和久屋町（竹屋町通堺町西入）・わくやちよう

　　６０４-０８０３・京都府京都市中京区和久屋町（竹屋町通高倉東入）・わくやちよう

　　６０４-８１１６・京都府京都市中京区和久屋町（高倉通六角下る）・わくやちよう

　　６０４-８１１６・京都府京都市中京区和久屋町（高倉通蛸薬師上る）・わくやちよう

　　６０４-８１８１・京都府京都市中京区綿屋町・わたやちよう

　　６０５-００００・京都府京都市東山区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６０５-０８５６・京都府京都市東山区新シ町・あたらしちよう

　　６０５-００５１・京都府京都市東山区粟田口鍛冶町・あわたぐちかじちよう

　　６０５-００５２・京都府京都市東山区粟田口華頂町・あわたぐちかちようちよう

　　６０５-００３５・京都府京都市東山区粟田口三条坊町・あわたぐちさんじようほﾞうちよう

　　６０５-０８４８・京都府京都市東山区池殿町・いけどのちよう

　　６０５-０９１３・京都府京都市東山区石垣町東側・いしがきまちひがしがわ

　　６０５-０９１２・京都府京都市東山区石垣町西側・いしがきまちにしがわ

　　６０５-００６６・京都府京都市東山区石橋町・いしはﾞしちよう

　　６０５-０９９５・京都府京都市東山区一橋野本町・いちのはしのもとちよう

　　６０５-０９９４・京都府京都市東山区一橋宮ノ内町・いちのはしみやのうちちよう

　　６０５-０８０４・京都府京都市東山区井手町・いでちよう

　　６０５-００６８・京都府京都市東山区稲荷町北組・いなりちようきたぐみ

　　６０５-００６７・京都府京都市東山区稲荷町南組・いなりちようみなみぐみ

　　６０５-０９２４・京都府京都市東山区今熊野阿弥陀ケ峰町・いまぐまのあみだがみねちよう

　　６０５-０９６５・京都府京都市東山区今熊野池田町・いまぐまのいけだちよう

　　６０５-０９５６・京都府京都市東山区今熊野梅ケ谷町・いまぐまのうめがたにちよう

　　６０５-０９２６・京都府京都市東山区今熊野北日吉町・いまぐまのきたひよしちよう

　　６０５-０９５４・京都府京都市東山区今熊野小松山町・いまぐまのこまつやまちよう

　　６０５-０９５７・京都府京都市東山区今熊野泉山町・いまぐまのせんざんちよう

　　６０５-０９５５・京都府京都市東山区今熊野総山町・いまぐまのそうざんちよう

　　６０５-０９７２・京都府京都市東山区今熊野剣宮町・いまぐまのつるぎのみやちよう

　　６０５-０９７１・京都府京都市東山区今熊野椥ノ森町・いまぐまのなぎのもりちよう

　　６０５-０９２５・京都府京都市東山区今熊野日吉町・いまぐまのひよしちよう

　　６０５-０９５２・京都府京都市東山区今熊野宝蔵町・いまぐまのほうぞうちよう

　　６０５-０９７８・京都府京都市東山区今熊野本多山町・いまぐまのほんだやまちよう

　　６０５-０９７９・京都府京都市東山区今熊野南谷町・いまぐまのみなみだにちよう

　　６０５-０９５３・京都府京都市東山区今熊野南日吉町・いまぐまのみなみひよしちよう

　　６０５-００２３・京都府京都市東山区今小路町・いまこうじちよう

　　６０５-００４２・京都府京都市東山区今道町・いまみちちよう

　　６０５-０８５２・京都府京都市東山区上田町・うえだちよう

　　６０５-００６１・京都府京都市東山区梅宮町・うめみやちよう

　　６０５-００６４・京都府京都市東山区梅本町・うめもとちよう

　　６０５-００３３・京都府京都市東山区夷町・えびすちよう

　　６０５-０９３６・京都府京都市東山区蛭子町南組・えびすちようみなみぐみ

　　６０５-０９１７・京都府京都市東山区蛭子町北組・えびすちようきたぐみ

　　６０５-００２２・京都府京都市東山区大井手町・おおいでちよう

　　６０５-０９０４・京都府京都市東山区大阪町・おおさかちよう

　　６０５-０００９・京都府京都市東山区大橋町・おおはしちよう

　　６０５-０８３３・京都府京都市東山区音羽町・おとわちよう

　　６０５-０９０９・京都府京都市東山区鍵屋町・かぎやちよう

　　６０５-０８４３・京都府京都市東山区門脇町・かどわきちよう

　　６０５-０８３４・京都府京都市東山区金屋町・かなやちよう

　　６０５-０８７５・京都府京都市東山区鐘鋳町・かねいちよう

　　６０５-０８７７・京都府京都市東山区上新シ町・かみあたらしちよう

　　６０５-０９６８・京都府京都市東山区上池田町・かみいけだちよう



　　６０５-０９２７・京都府京都市東山区上馬町・かみうまちよう

　　６０５-０８７６・京都府京都市東山区上梅屋町・かみうめやちよう

　　６０５-０９１６・京都府京都市東山区上棟梁町・かみとうりようちよう

　　６０５-０８２２・京都府京都市東山区上弁天町・かみべんてんちよう

　　６０５-０９９１・京都府京都市東山区上堀詰町・かみほりつめちよう

　　６０５-０８０７・京都府京都市東山区上柳町・かみやなぎちよう

　　６０５-０８０３・京都府京都市東山区亀井町・かめいちよう

　　６０５-００６９・京都府京都市東山区唐戸鼻町・からとはなちよう

　　６０５-００７６・京都府京都市東山区川端町・かわはﾞたちよう

　　６０５-０９２１・京都府京都市東山区瓦役町・かわらやくちよう

　　６０５-００７４・京都府京都市東山区祇園町南側・ぎおんまちみなみがわ

　　６０５-００７３・京都府京都市東山区祇園町北側・ぎおんまちきたがわ

　　６０５-００１４・京都府京都市東山区北木之元町・きたきのもとちよう

　　６０５-０８１５・京都府京都市東山区北御門町・きたごもんちよう

　　６０５-０９１８・京都府京都市東山区北棟梁町・きたとうりようちよう

　　６０５-０８２１・京都府京都市東山区清井町・きよいちよう

　　６０５-０００２・京都府京都市東山区教業町・きようぎようちよう

　　６０５-０８６２・京都府京都市東山区清水・きよみず

　　６０５-００８４・京都府京都市東山区清本町・きよもとちよう

　　６０５-０８２８・京都府京都市東山区金園町・きんえんちよう

　　６０５-０８５７・京都府京都市東山区興善町・こうぜんちよう

　　６０５-０００７・京都府京都市東山区五軒町（大和大路通三条下る）・ごけんちよう

　　６０５-０００７・京都府京都市東山区五軒町（大和大路通三条下る西入）・ごけんちよう

　　６０５-０００７・京都府京都市東山区五軒町（三条通白川橋東入）・ごけんちよう

　　６０５-０００７・京都府京都市東山区五軒町（三条通白川橋下る東入白川筋三条下る）

　　６０５-０８５８・京都府京都市東山区小島町・こじまちよう

　　６０５-０８４６・京都府京都市東山区五条橋東・ ごじようはしひがじ

　　６０５-０８１１・京都府京都市東山区小松町・こまつちよう

　　６０５-００１２・京都府京都市東山区西海子町・さいかいしちよう

　　６０５-０９０２・京都府京都市東山区鞘町・さやまち

　　６０５-０９４１・京都府京都市東山区三十三間堂廻り町・さんじゆうさんげんどうまわりちよう

　　６０５-０００５・京都府京都市東山区三町目・さんちようめ

　　６０５-００１１・京都府京都市東山区七軒町（三条大橋東４丁目）・しちけんちよう

　　６０５-００１１・京都府京都市東山区七軒町（三条大橋東入４丁目）・しちけんちよう

　　６０５-０９４３・京都府京都市東山区七軒町（大和大路通七条下る３丁目）・しちけんちよう

　　６０５-０９４３・京都府京都市東山区七軒町（塩小路通大和大路西入）・しちけんちよう

　　６０５-０８７１・京都府京都市東山区慈法院庵町・じほういんあんまち

　　６０５-０９１４・京都府京都市東山区下新シ町・しもあたらしちよう

　　６０５-０９６６・京都府京都市東山区下池田町・しもいけだちよう

　　６０５-０８７３・京都府京都市東山区下馬町・しもうまちよう

　　６０５-０９１５・京都府京都市東山区下梅屋町・しもうめやちよう

　　６０５-０８２５・京都府京都市東山区下河原町・しもかわらちよう

　　６０５-０９３７・京都府京都市東山区下棟梁町・しもとうりようちよう

　　６０５-０８２３・京都府京都市東山区下弁天町・しもべんてんちよう

　　６０５-０９９２・京都府京都市東山区下堀詰町・しもほりつめちよう

　　６０５-０８０８・京都府京都市東山区下柳町・しもやなぎちよう

　　６０５-０９０３・京都府京都市東山区上人町・しようにんちよう

　　６０５-００３１・京都府京都市東山区定法寺町・じようほうじちよう

　　６０５-０９０８・京都府京都市東山区正面町・しようめんちよう

　　６０５-０８６５・京都府京都市東山区白糸町・しらいとちよう

　　６０５-０９６２・京都府京都市東山区新瓦町東組・しんかわらちようひがしぐみ

　　６０５-０９６１・京都府京都市東山区新瓦町西組・しんかわらちようにしぐみ

　　６０５-０００６・京都府京都市東山区新五軒町・しんごけんちよう

　　６０５-００１６・京都府京都市東山区進之町・しんのちよう

　　６０５-００８５・京都府京都市東山区末吉町・すえよしちよう

　　６０５-０９０１・京都府京都市東山区朱雀町・すじやくちよう

　　６０５-０９２３・京都府京都市東山区清閑寺池田町・せいかんじいけだちよう

　　６０５-０９２２・京都府京都市東山区清閑寺山ノ内町・せいかんじやまのうちちよう

　　６０５-０８６１・京都府京都市東山区清閑寺霊山町・せいかんじりようざんちよう

　　６０５-００２１・京都府京都市東山区石泉院町・せきせんいんちよう

　　６０５-０９７４・京都府京都市東山区泉涌寺五葉ノ辻町・せんにゆうじごようのつじちよう

　　６０５-０９７５・京都府京都市東山区泉涌寺雀ケ森町・せんにゆうじすずめがもりちよう

　　６０５-０９７６・京都府京都市東山区泉涌寺東林町・せんにゆうじとうりんちよう

　　６０５-０９７３・京都府京都市東山区泉涌寺門前町・せんにゆうじもんぜんちよう

　　６０５-０９７７・京都府京都市東山区泉涌寺山内町・せんにゆうじやまのうちちよう

　　６０５-０００８・京都府京都市東山区大黒町（大和大路三条下る）・だいこくちよう

　　６０５-０８３２・京都府京都市東山区大黒町（大黒町通柿町下る）・だいこくちよう

　　６０５-０８３２・京都府京都市東山区大黒町（大黒町通五条上る）・だいこくちよう

　　６０５-０８３２・京都府京都市東山区大黒町（大黒町通五条上る２丁目）・だいこくちよう

　　６０５-０８３２・京都府京都市東山区大黒町（通松原下る３丁目）・だいこくちよう



　　６０５-００１７・京都府京都市東山区高畑町・たかはﾞたけちよう

　　６０５-０８４５・京都府京都市東山区竹村町・たけむらちよう

　　６０５-００１８・京都府京都市東山区巽町・たつみちよう

　　６０５-０８５５・京都府京都市東山区辰巳町（東大路松原上る）・たつみちよう

　　６０５-０９４５・京都府京都市東山区辰巳町（大和大路通七条下る２丁目）・たつみちよう

　　６０５-０８３５・京都府京都市東山区田中町・たなかちよう

　　６０５-００４５・京都府京都市東山区谷川町・たにがわちよう

　　６０５-０８５１・京都府京都市東山区玉水町・たまみずちよう

　　６０５-０８４４・京都府京都市東山区多門町・たもんちよう

　　６０５-０９３１・京都府京都市東山区茶屋町・ちややちよう

　　６０５-０８５４・京都府京都市東山区月輪町・つきのわちよう

　　６０５-０８２９・京都府京都市東山区月見町・つきみちよう

　　６０５-００２５・京都府京都市東山区堤町・つつみちよう

　　６０５-００２４・京都府京都市東山区土居之内町・どいのうちちよう

　　６０５-００７９・京都府京都市東山区常盤町（大和大路通四条上る）・ときわちよう

　　６０５-００７９・京都府京都市東山区常盤町（川端通四条上る）・ときわちよう

　　６０５-０８７４・京都府京都市東山区常盤町（東大路通渋谷上る）・ときわちよう

　　６０５-０８７４・京都府京都市東山区常盤町（渋谷通東大路東入）・ときわちよう

　　６０５-０８７４・京都府京都市東山区常盤町（渋谷通東大路東入２丁目）・ときわちよう

　　６０５-０８７４・京都府京都市東山区常盤町（東大路五条下る）・ときわちよう

　　６０５-００７８・京都府京都市東山区富永町・とみながちよう

　　６０５-０９０５・京都府京都市東山区豊浦町・とようらちよう

　　６０５-００３４・京都府京都市東山区中之町（三条通神宮道東入２丁目)・なかのちよう

　　６０５-００３４・京都府京都市東山区中之町（三条通白川橋東入４丁)・なかのちよう

　　６０５-００３４・京都府京都市東山区中之町（三条通白川橋東)・なかのちよう

　　６０５-００７５・京都府京都市東山区中之町（四条通大和大路西入）・なかのちよう

　　６０５-００８２・京都府京都市東山区中之町（新門前通大和大路東入）・なかのちよう

　　６０５-００８２・京都府京都市東山区中之町（新門前通大和大路東入２丁目）・なかのちよう

　　６０５-００１９・京都府京都市東山区長光町・ながみつちよう

　　６０５-０８３８・京都府京都市東山区西川原町・にしかわらちよう

　　６０５-００４３・京都府京都市東山区西小物座町・にしこものざちよう

　　６０５-０８１６・京都府京都市東山区西御門町・にしごもんちよう

　　６０５-０９０７・京都府京都市東山区西橘町・にしたちはﾞなちよう

　　６０５-０９３５・京都府京都市東山区西棟梁町・にしとうりようちよう

　　６０５-００８８・京都府京都市東山区西之町・にしのちよう

　　６０５-０９４７・京都府京都市東山区西之門町・にしのもんちよう

　　６０５-００３７・京都府京都市東山区西町・にしまち

　　６０５-００７７・京都府京都市東山区廿一軒町・にじゆういつけんちよう

　　６０５-０００１・京都府京都市東山区二町目・にちようめ

　　６０５-０９３４・京都府京都市東山区塗師屋町・ぬしやちよう

　　６０５-０８６３・京都府京都市東山区梅林町・はﾞいりんちよう

　　６０５-０８０５・京都府京都市東山区博多町・はかたちよう

　　６０５-００８３・京都府京都市東山区橋本町・はしもとちよう

　　６０５-００２７・京都府京都市東山区八軒町・はちけんちよう

　　６０５-００２９・京都府京都市東山区東姉小路町・ひがしあねこうじちよう

　　６０５-０８７２・京都府京都市東山区東音羽町・ひがしおとわちよう

　　６０５-０８３９・京都府京都市東山区東川原町・ひがしかわらちよう

　　６０５-０９５１・京都府京都市東山区東瓦町・ひがしかわらちよう

　　６０５-００４４・京都府京都市東山区東小物座町・ひがしこものざちよう

　　６０５-０９０６・京都府京都市東山区東橘町・ひがしたちはﾞなちよう

　　６０５-００４１・京都府京都市東山区東町・ひがしちよう

　　６０５-０８４７・京都府京都市東山区東橋詰町・ひがしはしつﾞめちよう

　　６０５-００４６・京都府京都市東山区東分木町・ひがしぶんきちよう

　　６０５-０８１２・京都府京都市東山区毘沙門町・びしやもんちよう

　　６０５-０９９３・京都府京都市東山区日吉町・ひよしちよう

　　６０５-０９８５・京都府京都市東山区福稲柿本町・ふくいねかきもとちよう

　　６０５-０９８３・京都府京都市東山区福稲上高松町・ふくいねかみたかまつちよう

　　６０５-０９８８・京都府京都市東山区福稲川原町・ふくいねかわらちよう

　　６０５-０９８６・京都府京都市東山区福稲岸ノ上町・ふくいねきしのかみちよう

　　６０５-０９８７・京都府京都市東山区福稲御所ノ内町・ふくいねごしよのうちちよう

　　６０５-０９８２・京都府京都市東山区福稲下高松町・ふくいねしもたかまつちよう

　　６０５-０９８４・京都府京都市東山区福稲高原町・ふくいねたかはらちよう

　　６０５-０９１１・京都府京都市東山区袋町・ふくろちよう

　　６０５-００２６・京都府京都市東山区古川町・ふるかわちよう

　　６０５-００６５・京都府京都市東山区古西町・ふるにしちよう

　　６０５-００２８・京都府京都市東山区分木町・ぶんきちよう

　　６０５-００８６・京都府京都市東山区弁財天町・べんざいてんちよう

　　６０５-０９４６・京都府京都市東山区北斗町・ほくとちよう

　　６０５-０８５３・京都府京都市東山区星野町・ほしのちよう

　　６０５-００３８・京都府京都市東山区堀池町・ほりいけちよう



　　６０５-０９６７・京都府京都市東山区本池田町・ほんいけだちよう

　　６０５-０９６３・京都府京都市東山区本瓦町・ほんかわらちよう

　　６０５-０９８１・京都府京都市東山区本町・ほんまち

　　６０５-０９８９・京都府京都市東山区本町新・ほんまちしん

　　６０５-０９４２・京都府京都市東山区蒔田町・まきたちよう

　　６０５-０８２６・京都府京都市東山区桝屋町・ますやちよう

　　６０５-００６３・京都府京都市東山区松原町・まつはﾞらちよう

　　６０５-００７１・京都府京都市東山区円山町・まるやまちよう

　　６０５-０８４２・京都府京都市東山区三盛町・みつもりちよう

　　６０５-０９３８・京都府京都市東山区南梅屋町・みなみうめやちよう

　　６０５-０９６４・京都府京都市東山区南瓦町・みなみかわらちよう

　　６０５-００１５・京都府京都市東山区南木之元町・みなみきのもとちよう

　　６０５-００１３・京都府京都市東山区南西海子町・みなみさいかいしちよう

　　６０５-０９４４・京都府京都市東山区南棟梁町・みなみとうりようちよう

　　６０５-０８２４・京都府京都市東山区南町・みなみまち

　　６０５-０８０１・京都府京都市東山区宮川筋・みやがわすじ

　　６０５-０９３２・京都府京都市東山区妙法院前側町・みようほういんまえかわちよう

　　６０５-００８１・京都府京都市東山区三吉町・みよしちよう

　　６０５-００８９・京都府京都市東山区元町・もとまち

　　６０５-００８７・京都府京都市東山区元吉町・

　　６０５-０８３６・京都府京都市東山区森下町・もりしたちよう

　　６０５-０８１４・京都府京都市東山区薬師町・やくしちよう

　　６０５-０８２７・京都府京都市東山区八坂上町・やさかかみまち

　　６０５-０８４１・京都府京都市東山区山崎町・やまざきちよう

　　６０５-０８３１・京都府京都市東山区山城町・やましろちよう

　　６０５-０８３７・京都府京都市東山区山田町・やまだちよう

　　６０５-０９３３・京都府京都市東山区大和大路・やまとおおじ

　　６０５-０８０２・京都府京都市東山区大和町・やまとちよう

　　６０５-０８６４・京都府京都市東山区遊行前町・ゆうぎようまえちよう

　　６０５-００３２・京都府京都市東山区柚之木町・ゆのきちよう

　　６０５-０８１７・京都府京都市東山区弓矢町・ゆみやちよう

　　６０５-０８７８・京都府京都市東山区芳野町・よしのちよう

　　６０５-００６２・京都府京都市東山区林下町・りんかちよう

　　６０５-０８１３・京都府京都市東山区轆轤町・ろくろちよう

　　６０５-０８０６・京都府京都市東山区六軒町・ろつけんちよう

　　６０５-０００３・京都府京都市東山区若竹町・わかたけちよう

　　６０５-０００４・京都府京都市東山区若松町・わかまつちよう

　　６０５-００７２・京都府京都市東山区鷲尾町・わしおちよう

　　６００-００００・京都府京都市下京区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６００-８０７１・京都府京都市下京区相之町・あいのちよう

　　６００-８４１０・京都府京都市下京区悪王子町・あくおうじちよう

　　６００-８４０７・京都府京都市下京区朝妻町・あさつﾞまちよう

　　６００-８４７３・京都府京都市下京区芦刈山町・あしかりやまちよう

　　６００-８３０８・京都府京都市下京区新シ町・あたらしちよう

　　６００-８０４０・京都府京都市下京区安土町・あつﾞちちよう

　　６００-８２３１・京都府京都市下京区油小路町・あぶらのこうじちよう

　　６００-８１４８・京都府京都市下京区飴屋町・あめやちよう

　　６００-８３８３・京都府京都市下京区綾大宮町・あやおおみやちよう

　　６００-８０７２・京都府京都市下京区綾材木町・あやざいもくちよう

　　６００-８４７４・京都府京都市下京区綾西洞院町・あやにしのとういんちよう

　　６００-８４８２・京都府京都市下京区綾堀川町・あやほりかわちよう

　　６００-８４９６・京都府京都市下京区石井筒町・いしいつﾞつちよう

　　６００-８０４７・京都府京都市下京区石不動之町・いしふどうのちよう

　　６００-８１８８・京都府京都市下京区和泉町・いずみちよう

　　６００-８０１４・京都府京都市下京区和泉屋町・いずみやちよう

　　６００-８２５４・京都府京都市下京区伊勢松町・いせまつちよう

　　６００-８０１８・京都府京都市下京区市之町・いちのちよう

　　６００-８３１８・京都府京都市下京区井筒町・いつﾞつちよう

　　６００-８４３２・京都府京都市下京区糸屋町・いとやちよう

　　６００-８４１５・京都府京都市下京区因幡堂町・いなはﾞどうちよう

　　６００-８０２２・京都府京都市下京区稲荷町（河原町通四条下る）・いなりちよう

　　６００-８０２２・京都府京都市下京区稲荷町（河原町通四条下る２丁目）・いなりちよう

　　６００-８１３３・京都府京都市下京区稲荷町（七条通加茂川筋西入）・いなりちよう

　　６００-８１３３・京都府京都市下京区稲荷町（七条通木屋町東入）・いなりちよう

　　６００-８０９８・京都府京都市下京区稲荷町（間之町通高辻下る）・いなりちよう

　　６００-８０９８・京都府京都市下京区稲荷町（間之町通松原上る）・いなりちよう

　　６００-８０９８・京都府京都市下京区稲荷町（高辻通間之町西入）・いなりちよう

　　６００-８０９８・京都府京都市下京区稲荷町（高辻通間之町東入）・いなりちよう

　　６００-８０９８・京都府京都市下京区稲荷町（高辻通東洞院東入）・いなりちよう

　　６００-８１６６・京都府京都市下京区乾町・いぬいちよう



　　６００-８３８４・京都府京都市下京区今大黒町・いまだいこくちよう

　　６００-８１１５・京都府京都市下京区岩滝町・いわたきちよう

　　６００-８４４５・京都府京都市下京区岩戸山町・いわとやまちよう

　　６００-８０２８・京都府京都市下京区植松町（河原町通松原下る）・うえまつちよう

　　６００-８０２８・京都府京都市下京区植松町（河原町通万寿寺上る）・うえまつちよう

　　６００-８０２８・京都府京都市下京区植松町（寺町通松原下る）・うえまつちよう

　　６００-８０２８・京都府京都市下京区植松町（寺町通万寿寺上る）・うえまつちよう

　　６００-８０２８・京都府京都市下京区植松町（松原通寺町西入）・うえまつちよう

　　６００-８０２８・京都府京都市下京区植松町（松原通寺町東入）・うえまつちよう

　　６００-８０２８・京都府京都市下京区植松町（万寿寺通河原町西入）・うえまつちよう

　　６００-８０２８・京都府京都市下京区植松町（万寿寺通寺町西入）・うえまつちよう

　　６００-８３４３・京都府京都市下京区植松町（正面通西洞院西入）・うえまつちよう

　　６００-８３４３・京都府京都市下京区植松町（西洞院通正面下る）・うえまつちよう

　　６００-８３０４・京都府京都市下京区艮町・うしとらちよう

　　６００-８１５１・京都府京都市下京区打越町・うちこしちよう

　　６００-８８５５・京都府京都市下京区梅小路石橋町・うめこうじいしはﾞしちよう

　　６００-８８５１・京都府京都市下京区梅小路頭町・うめこうじかしらちよう

　　６００-８８５３・京都府京都市下京区梅小路高畑町・うめこうじたかはたちよう

　　６００-８８５４・京都府京都市下京区梅小路西中町・うめこうじにしなかまち

　　６００-８８５２・京都府京都市下京区梅小路東中町・うめこうじひがしなかまち

　　６００-８８５７・京都府京都市下京区梅小路東町・うめこうじひがしまち

　　６００-８８５６・京都府京都市下京区梅小路本町・うめこうじほんまち

　　６００-８１２７・京都府京都市下京区梅湊町・うめみなとちよう

　　６００-８８２２・京都府京都市下京区裏片町・うらかたちよう

　　６００-８４６３・京都府京都市下京区永養寺町・えいようじちよう

　　６００-８１５４・京都府京都市下京区榎木町・えのきちよう

　　６００-８３０２・京都府京都市下京区蛭子町・えびすちよう

　　６００-８０３３・京都府京都市下京区恵美須之町・えびすのちよう

　　６００-８１８３・京都府京都市下京区夷之町（間之町通五条下る３丁目)・えびすのちよう

　　６００-８１８３・京都府京都市下京区夷之町（間之町通花屋町上る)・えびすのちよう

　　６００-８１８３・京都府京都市下京区夷之町（間之町通六条下る)・えびすのちよう

　　６００-８１８３・京都府京都市下京区夷之町（花屋町通間之町西入)・えびすのちよう

　　６００-８１８３・京都府京都市下京区花屋町(通間之町東入）・えびすのちよう

　　６００-８１８３・京都府京都市下京区花屋町(花屋町通東洞院東入）・えびすのちよう

　　６００-８１８３・京都府京都市下京区花屋町(六条通間之町西入）・えびすのちよう

　　６００-８１８３・京都府京都市下京区花屋町(六条通間之町東入）・えびすのちよう

　　６００-８１８３・京都府京都市下京区花屋町(六条通東洞院東入）・えびすのちよう

　　６００-８３１０・京都府京都市下京区夷之町（七条通新町西入）・えびすのちよう

　　６００-８３１０・京都府京都市下京区夷之町（七条通新町東入）・えびすのちよう

　　６００-８３１０・京都府京都市下京区夷之町（七条通新町上る東入）・えびすのちよう

　　６００-８３１０・京都府京都市下京区夷之町（七条通西洞院東入）・えびすのちよう

　　６００-８３１０・京都府京都市下京区夷之町（新町通七条上る）・えびすのちよう

　　６００-８３１０・京都府京都市下京区夷之町（新町通七条下る東入）・えびすのちよう

　　６００-８３１０・京都府京都市下京区夷之町（西洞院通七条上る）・えびすのちよう

　　６００-８８３７・京都府京都市下京区夷馬場町・えびすのはﾞんはﾞちよう

　　６００-８３２８・京都府京都市下京区蛭子水町・えびすみずちよう

　　６００-８０６２・京都府京都市下京区恵美須屋町・えびすやちよう

　　６００-８０９５・京都府京都市下京区扇酒屋町・おうぎさかやちよう

　　６００-８４０２・京都府京都市下京区大江町・おおえちよう

　　６００-８１７７・京都府京都市下京区大坂町・おおさかちよう

　　６００-８１８１・京都府京都市下京区大津町・おおつちよう

　　６００-８４１９・京都府京都市下京区大堀町・おおほﾞりちよう

　　６００-８４１３・京都府京都市下京区大政所町・おおまんどころちよう

　　６００-８３６３・京都府京都市下京区大宮（１～３丁目）・おおみや

　　６００-８１３８・京都府京都市下京区大宮町・おおみやちよう

　　６００-８００２・京都府京都市下京区御旅町・おたびちよう

　　６００-８００３・京都府京都市下京区御旅宮本町・おたびみやもとちよう

　　６００-８４３０・京都府京都市下京区小田原町・おだわらちよう

　　６００-８１４５・京都府京都市下京区皆山町・かいざんちよう

　　６００-８２４６・京都府京都市下京区垣ケ内町・かきがうちちよう

　　６００-８３５７・京都府京都市下京区柿本町・かきもとちよう

　　６００-８０５７・京都府京都市下京区鍵屋町（高辻通麩屋町西入）・かぎやちよう

　　６００-８０５７・京都府京都市下京区鍵屋町（高辻通麩屋町東入）・かぎやちよう

　　６００-８０５７・京都府京都市下京区鍵屋町（麩屋町通高辻下る）・かぎやちよう

　　６００-８０５７・京都府京都市下京区鍵屋町（麩屋町通松原上る）・かぎやちよう

　　６００-８１２６・京都府京都市下京区鍵屋町（正面通木屋町東入）・かぎやちよう

　　６００-８１２６・京都府京都市下京区鍵屋町（加茂川筋正面上る）・かぎやちよう

　　６００-８１２６・京都府京都市下京区鍵屋町（正面通二ノ宮西入）・かぎやちよう

　　６００-８１２６・京都府京都市下京区鍵屋町（木屋町通正面上る）・かぎやちよう

　　６００-８１２６・京都府京都市下京区鍵屋町（正面通二ノ宮東入）・かぎやちよう



　　６００-８１２６・京都府京都市下京区鍵屋町（正面通加茂川筋西入）・かぎやちよう

　　６００-８１２６・京都府京都市下京区鍵屋町（二ノ宮通正面上る）・かぎやちよう

　　６００-８１７８・京都府京都市下京区鍵屋町（鍵屋町通烏丸西入）・かぎやちよう

　　６００-８１７８・京都府京都市下京区鍵屋町（鍵屋町通諏訪町西入）・かぎやちよう

　　６００-８１７８・京都府京都市下京区鍵屋町（鍵屋町通室町東入）・かぎやちよう

　　６００-８１７８・京都府京都市下京区鍵屋町（諏訪町通鍵屋町上る）・かぎやちよう

　　６００-８１７８・京都府京都市下京区鍵屋町（諏訪町通鍵屋町下る）・かぎやちよう

　　６００-８３１７・京都府京都市下京区鍵屋町（北小路通西洞院東入）・かぎやちよう

　　６００-８３１７・京都府京都市下京区鍵屋町（北小路通若宮西入）・かぎやちよう

　　６００-８３１７・京都府京都市下京区鍵屋町（正面通新町西入）・かぎやちよう

　　６００-８３１７・京都府京都市下京区鍵屋町（若宮通正面下る）・かぎやちよう

　　６００-８３１７・京都府京都市下京区鍵屋町（若宮通北小路上る）・かぎやちよう

　　６００-８３１７・京都府京都市下京区鍵屋町（正面通若宮東入）・かぎやちよう

　　６００-８３４１・京都府京都市下京区学林町・がくりんちよう

　　６００-８４７５・京都府京都市下京区風早町・かざはやちよう

　　６００-８４９４・京都府京都市下京区傘鉾町・かさほﾞこちよう

　　６００-８０７９・京都府京都市下京区鍛冶屋町（堺町通松原下る）・かじやちよう

　　６００-８０７９・京都府京都市下京区鍛冶屋町（堺町通万寿寺上る）・かじやちよう

　　６００-８０７９・京都府京都市下京区鍛冶屋町（万寿寺通堺町東入）・かじやちよう

　　６００-８３２９・京都府京都市下京区鍛冶屋町（北小路通西洞院西入）・かじやちよう

　　６００-８３２９・京都府京都市下京区鍛冶屋町（北小路通西洞院東入）・かじやちよう

　　６００-８３２９・京都府京都市下京区鍛冶屋町（西洞院通上る）・かじやちよう

　　６００-８３２９・京都府京都市下京区鍛冶屋町（西洞院通正面下る）・かじやちよう

　　６００-８０６６・京都府京都市下京区柏屋町（万寿寺通柳馬場西入）・かしわやちよう

　　６００-８０６６・京都府京都市下京区柏屋町（柳馬場通五条上る）・かしわやちよう

　　６００-８０６６・京都府京都市下京区柏屋町（柳馬場通万寿寺下る）・かしわやちよう

　　６００-８４９８・京都府京都市下京区柏屋町（四条通油小路西入)・かしわやちよう

　　６００-８４９８・京都府京都市下京区柏屋町（四条通醒ケ井西入)・かしわやちよう

　　６００-８４９８・京都府京都市下京区柏屋町（四条通醒ケ井東入)・かしわやちよう

　　６００-８４９８・京都府京都市下京区堅田町（四条通東堀川東入）・かしわやちよう

　　６００-８４９８・京都府京都市下京区堅田町（四条通堀川東入）・かしわやちよう

　　６００-８０４９・京都府京都市下京区堅田町（万寿寺通御幸町西入）・かただちよう

　　６００-８０５０・京都府京都市下京区堅田町（万寿寺通富小路東入）・かただちよう

　　６００-８０５０・京都府京都市下京区堅田町（万寿寺通麩屋町西入）・かただちよう

　　６００-８０６７・京都府京都市下京区堅田町（万寿寺通堺町東入)・かただちよう

　　６００-８０６７・京都府京都市下京区堅田町（万寿寺通富小路西入)・かただちよう

　　６００-８０６７・京都府京都市下京区堅田町（万寿寺通柳馬場西入・かただちよう

　　６００-８０６７・京都府京都市下京区堅田町（万寿寺通柳馬場東入）・かただちよう

　　６００-８０６７・京都府京都市下京区堅田町（柳馬場通万寿寺上る）・かただちよう

　　６００-８０８９・京都府京都市下京区堅田町（万寿寺通堺町西入）・かただちよう

　　６００-８４９３・京都府京都市下京区郭巨山町・かつきよやまちよう

　　６００-８３２３・京都府京都市下京区金屋町・かなやちよう

　　６００-８２５８・京都府京都市下京区金換町・かねがえちよう

　　６００-８２３９・京都府京都市下京区鎌屋町・かまやちよう

　　６００-８０５８・京都府京都市下京区上鱗形町・かみうろこがたちよう

　　６００-８２４２・京都府京都市下京区上夷町・かみえびすちよう

　　６００-８４５７・京都府京都市下京区上金仏町・かみかなぶつちよう

　　６００-８２５９・京都府京都市下京区上糀屋町・かみこうじやちよう

　　６００-８３７７・京都府京都市下京区上五条町・かみごじようちよう

　　６００-８１３５・京都府京都市下京区上三之宮町・かみさんのみやちよう

　　６００-８１５０・京都府京都市下京区上珠数屋町・かみじゆずやちよう

　　６００-８３１２・京都府京都市下京区上錫屋町・かみすずやちよう

　　６００-８１７０・京都府京都市下京区上諏訪町・かみすわんちよう

　　６００-８３７６・京都府京都市下京区上長福寺町・かみちようふくじちよう

　　６００-８２４８・京都府京都市下京区上中之町・かみなかのちよう

　　６００-８１３１・京都府京都市下京区上二之宮町・かみにのみやちよう

　　６００-８２６６・京都府京都市下京区上之町（大宮通木津屋橋上る)・かみのちよう

　　６００-８２６６・京都府京都市下京区上之町（大大宮通七条下る)・かみのちよう

　　６００-８２６６・京都府京都市下京区上之町（大宮通下魚棚下)・かみのちよう

　　６００-８２６６・京都府京都市下京区上之町（大宮通木津屋橋上る)・かみのちよう

　　６００-８２６６・京都府京都市下京区上之町（大宮通七条下る)・かみのちよう

　　６００-８２６６・京都府京都市下京区上之町（大宮通下魚棚下る)・かみのちよう

　　６００-８２６６・京都府京都市下京区上之町（木津屋橋通大宮東入る）・かみのちよう

　　６００-８２６６・京都府京都市下京区上之町（下魚棚通大宮東入）・かみのちよう

　　６００-８２０７・京都府京都市下京区上之町（その他）・かみのちよう(そのた)

　　６００-８１７１・京都府京都市下京区上平野町・かみひらのちよう

　　６００-８０９９・京都府京都市下京区上柳町（仏光寺通烏丸東入)・かみやなぎちよう

　　６００-８０９９・京都府京都市下京区上柳町（仏光寺通烏丸東入上る)・かみやなぎちよう

　　６００-８０９９・京都府京都市下京区上柳町（仏光寺通烏丸東入下る)・かみやなぎちよう

　　６００-８０９９・京都府京都市下京区仏光寺通東洞院西入）・かみやなぎちよう



　　６００-８１６４・京都府京都市下京区上柳町（諏訪町通花屋町上る）・かみやなぎちよう

　　６００-８１６４・京都府京都市下京区上柳町（諏訪町通六条上る）・かみやなぎちよう

　　６００-８１６４・京都府京都市下京区上柳町（諏訪町通六条下る）・かみやなぎちよう

　　６００-８１６４・京都府京都市下京区上柳町（六条通烏丸西入）・かみやなぎちよう

　　６００-８１６４・京都府京都市下京区上柳町（六条通諏訪町西入）・かみやなぎちよう

　　６００-８１６４・京都府京都市下京区上柳町（六条通諏訪町東入）・かみやなぎちよう

　　６００-８１６４・京都府京都市下京区上柳町（六条通室町東入）・かみやなぎちよう

　　６００-８３０１・京都府京都市下京区上柳町（楊梅通新町東入）・かみやなぎちよう

　　６００-８３０１・京都府京都市下京区上柳町（室町新町之間五条下る）・かみやなぎちよう

　　６００-８３０１・京都府京都市下京区上柳町（楊梅通新町東入上る）・かみやなぎちよう

　　６００-８３０１・京都府京都市下京区上柳町（楊梅通室町西入）・かみやなぎちよう

　　６００-８３１３・京都府京都市下京区上若宮町・かみわかみやちよう

　　６００-８１５９・京都府京都市下京区亀町・かめまち

　　６００-８４０６・京都府京都市下京区亀屋町（高倉通五条上る）・かめやちよう

　　６００-８４０６・京都府京都市下京区亀屋町（高倉通万寿寺下る）・かめやちよう

　　６００-８４５１・京都府京都市下京区亀屋町（若宮通松原下る）・かめやちよう

　　６００-８４５１・京都府京都市下京区亀屋町（若宮通万寿寺上る）・かめやちよう

　　６００-８１７５・京都府京都市下京区烏丸（２丁目）・からすま(２)

　　６００-８４９９・京都府京都市下京区唐津屋町・からつやちよう

　　６００-８１９７・京都府京都市下京区唐物町・からものちよう

　　６００-８０５６・京都府京都市下京区雁金町（高辻通富小路東入）・かりがねちよう

　　６００-８０５６・京都府京都市下京区雁金町（高辻通麩屋町西入）・かりがねちよう

　　６００-８０６０・京都府京都市下京区雁金町（高辻通富小路西入）・かりがねちよう

　　６００-８０６０・京都府京都市下京区雁金町（高辻通柳馬場東入）・かりがねちよう

　　６００-８３９３・京都府京都市下京区雁金町（岩上通綾小路下る）・かりがねちよう

　　６００-８３９３・京都府京都市下京区雁金町（岩上通仏光寺上る）・かりがねちよう

　　６００-８２５２・京都府京都市下京区川端町（木津屋橋通堀川西入）・かわはﾞたちよう

　　６００-８２５２・京都府京都市下京区川端町（堀川通木津屋橋上る）・かわはﾞたちよう

　　６００-８２０２・京都府京都市下京区川端町（その他）・かわはﾞたちよう(そのた)

　　６００-８８３５・京都府京都市下京区観喜寺町・かんきじちよう

　　６００-８００９・京都府京都市下京区函谷鉾町・かんこほﾞこちよう

　　６００-８３３６・京都府京都市下京区元日町・がんじつちよう

　　６００-８０８８・京都府京都市下京区官社殿町・かんしやでんちよう

　　６００-８４４４・京都府京都市下京区菅大臣町・かんだいじんちよう

　　６００-８１２１・京都府京都市下京区菊屋町（上ノ口通加茂川筋西入）・きくやちよう

　　６００-８１２１・京都府京都市下京区菊屋町（上ノ口通加茂川筋西入上る）・きくやちよう

　　６００-８１２１・京都府京都市下京区菊屋町（加茂川筋上ノ口下る）・きくやちよう

　　６００-８１２１・京都府京都市下京区菊屋町（上ノ口通二ノ宮西入）・きくやちよう

　　６００-８１２１・京都府京都市下京区菊屋町（二ノ宮通上ノ口下る）・きくやちよう

　　６００-８４６４・京都府京都市下京区菊屋町（高辻通新町西入下る）・きくやちよう

　　６００-８４６４・京都府京都市下京区菊屋町（高辻通西洞院東入下る）・きくやちよう

　　６００-８４６４・京都府京都市下京区菊屋町（若宮通高辻下る）・きくやちよう

　　６００-８４６４・京都府京都市下京区菊屋町（若宮通松原上る）・きくやちよう

　　６００-８２２８・京都府京都市下京区北小路町・きたこうじちよう

　　６００-８２３３・京都府京都市下京区北不動堂町・きたふどんどうちよう

　　６００-８１７６・京都府京都市下京区北町・きたまち

　　６００-８３５６・京都府京都市下京区北門前町・きたもんぜんちよう

　　６００-８０６９・京都府京都市下京区吉文字町（高辻通柳馬場西入）・きちもんじちよう

　　６００-８０６９・京都府京都市下京区吉文字町（高辻通柳馬場東入）・きちもんじちよう

　　６００-８０６９・京都府京都市下京区吉文字町（柳馬場通高辻下る）・きちもんじちよう

　　６００-８０６９・京都府京都市下京区吉文字町（柳馬場通松原上る）・きちもんじちよう

　　６００-８３５２・京都府京都市下京区吉文字町（岩上通松原上る）・きちもんじちよう

　　６００-８３５２・京都府京都市下京区吉文字町（岩上通高辻下る）・きちもんじちよう

　　６００-８２５３・京都府京都市下京区木津屋町・きつﾞやちよう

　　６００-８０３５・京都府京都市下京区京極町・きようごくちよう

　　６００-８４７６・京都府京都市下京区喜吉町・きよしちよう

　　６００-８３３１・京都府京都市下京区金東横町・きんとうよこちよう

　　６００-８４２３・京都府京都市下京区釘隠町・くぎかくしちよう

　　６００-８０８１・京都府京都市下京区小石町・こいしちよう

　　６００-８４８０・京都府京都市下京区小泉町・こいずみちよう

　　６００-８２０８・京都府京都市下京区小稲荷町・こいなりちよう

　　６００-８４６０・京都府京都市下京区荒神町・こうじんちよう

　　６００-８０３４・京都府京都市下京区幸竹町・こうたけちよう

　　６００-８２０９・京都府京都市下京区郷之町・ごうのちよう

　　６００-８４９７・京都府京都市下京区高野堂町・こうやどうちよう

　　６００-８１４９・京都府京都市下京区粉川町・こがわちよう

　　６００-８２６７・京都府京都市下京区御器屋町・ごきやちよう

　　６００-８４２９・京都府京都市下京区御供石町・ごくいしちよう

　　６００-８４８５・京都府京都市下京区五軒町・ごけんちよう

　　６００-８８２１・京都府京都市下京区小坂町・こさかちよう



　　６００-８４２６・京都府京都市下京区小島町・こじまちよう

　　６００-８４１８・京都府京都市下京区五条烏丸町・ごじようからすまちよう

　　６００-８３８５・京都府京都市下京区五坊大宮町・ごほﾞうおおみやちよう

　　６００-８２２９・京都府京都市下京区米屋町・こめやちよう

　　６００-８３２２・京都府京都市下京区小柳町・こやなぎちよう

　　６００-８１３０・京都府京都市下京区紺屋町・こんやちよう

　　６００-８０１２・京都府京都市下京区斎藤町・さいとうちよう

　　６００-８０１６・京都府京都市下京区材木町（木屋町通松原下る）・ざいもくちよう

　　６００-８０１６・京都府京都市下京区材木町（松原通木屋町東入）・ざいもくちよう

　　６００-８０１６・京都府京都市下京区材木町（松原通高瀬川筋東入）・ざいもくちよう

　　６００-８１４６・京都府京都市下京区材木町（間之町通七条下る)・ざいもくちよう

　　６００-８１４６・京都府京都市下京区材木町（河原町通七条下る)・ざいもくちよう

　　６００-８１４６・京都府京都市下京区材木町（河原町通七条下る)・ざいもくちよう

　　６００-８１４６・京都府京都市下京区材木町（七条通間之町西入)・ざいもくちよう

　　６００-８１４６・京都府京都市下京区材木町（七条通間之町東入)・ざいもくちよう

　　６００-８１４６・京都府京都市下京区材木町（七条通河原町西入)・ざいもくちよう

　　６００-８１４６・京都府京都市下京区材木町（七条通高倉東入)・ざいもくちよう

　　６００-８１４６・京都府京都市下京区材木町（七条通東洞院東入)・ざいもくちよう

　　６００-８１４６・京都府京都市下京区材木町（七条通土手町西入)・ざいもくちよう

　　６００-８１４６・京都府京都市下京区材木町（七条通東洞院東入)・ざいもくちよう

　　６００-８１４６・京都府京都市下京区材木町（七高倉通七条上る)・ざいもくちよう

　　６００-８１４６・京都府京都市下京区材木町（高倉通七条下る）・ざいもくちよう

　　６００-８１４６・京都府京都市下京区材木町（土手町通七条上る）・ざいもくちよう

　　６００-８１４６・京都府京都市下京区材木町（東洞院通七条下る）・ざいもくちよう

　　６００-８１４６・京都府京都市下京区材木町（柳馬場通七条上る）・ざいもくちよう

　　６００-８４４０・京都府京都市下京区材木町（新町通五条上る）・ざいもくちよう

　　６００-８４４０・京都府京都市下京区材木町（新町通万寿寺下る）・ざいもくちよう

　　６００-８４４０・京都府京都市下京区材木町（万寿寺通新町西入）・ざいもくちよう

　　６００-８４４０・京都府京都市下京区材木町（万寿寺通新町東入）・ざいもくちよう

　　６００-８１９１・京都府京都市下京区堺町（五条通高倉西入）・さかいちよう

　　６００-８１９１・京都府京都市下京区堺町（五条通高倉東入）・さかいちよう

　　６００-８１９１・京都府京都市下京区堺町（高倉通五条下る）・さかいちよう

　　６００-８１６２・京都府京都市下京区堺町（鍵屋町通室町西入）・さかいちよう

　　６００-８１６２・京都府京都市下京区堺町（鍵屋町通室町東入）・さかいちよう

　　６００-８１６２・京都府京都市下京区堺町（室町通鍵屋町下る）・さかいちよう

　　６００-８１６２・京都府京都市下京区堺町（的場通室町西入）・さかいちよう

　　６００-８１６２・京都府京都市下京区堺町（的場通室町東入）・さかいちよう

　　６００-８１６２・京都府京都市下京区堺町（室町通五条下る２丁目）・さかいちよう

　　６００-８１６２・京都府京都市下京区堺町（室町通六条上る）・さかいちよう

　　６００-８１６２・京都府京都市下京区堺町（室町通的場上る）・さかいちよう

　　６００-８１６２・京都府京都市下京区・さかいちよう

　　６００-８１６２・京都府京都市下京区・さかいちよう

　　６００-８３４９・京都府京都市下京区堺町（堀川通旧花屋町東入）・さかいちよう

　　６００-８３４９・京都府京都市下京区堺町（堀川通旧花屋町東入下る）・さかいちよう

　　６００-８３４９・京都府京都市下京区堺町（堀川通正面上る）・さかいちよう

　　６００-８１９４・京都府京都市下京区栄町・さかえちよう

　　６００-８３８１・京都府京都市下京区下り松町・さがりまつちよう

　　６００-８２１０・京都府京都市下京区桜木町・さくらぎちよう

　　６００-８１５６・京都府京都市下京区笹屋町・ささやちよう

　　６００-８４８８・京都府京都市下京区篠屋町・ささやちよう

　　６００-８３９１・京都府京都市下京区佐竹町・さたけちよう

　　６００-８３３７・京都府京都市下京区佐女牛井町・さめがいちよう

　　６００-８３９４・京都府京都市下京区晒屋町・さらしやちよう

　　６００-８２５７・京都府京都市下京区三軒替地町・さんげんがえちちよう

　　６００-８０９７・京都府京都市下京区三軒町・さんげんちよう

　　６００-８１３４・京都府京都市下京区山王町（正面通木屋町西入）・さんのうちよう

　　６００-８１３４・京都府京都市下京区山王町（正面通木屋町東入）・さんのうちよう

　　６００-８１３４・京都府京都市下京区山王町（正面通三ノ宮西入）・さんのうちよう

　　６００-８１３４・京都府京都市下京区山王町（正面通三ノ宮東入）・さんのうちよう

　　６００-８１３４・京都府京都市下京区山王町（正面通二ノ宮西入）・さんのうちよう

　　６００-８４２４・京都府京都市下京区山王町（室町通高辻上る）・さんのうちよう

　　６００-８４２４・京都府京都市下京区山王町（室町通仏光寺下る）・さんのうちよう

　　６００-８１０３・京都府京都市下京区塩竈町・しおがまちよう

　　６００-８２１２・京都府京都市下京区塩小路町・しおこうじちよう

　　６００-８０５２・京都府京都市下京区塩屋町（綾小路通富小路西入）・しおやちよう

　　６００-８０５２・京都府京都市下京区塩屋町（綾小路通富小路東入）・しおやちよう

　　６００-８０５２・京都府京都市下京区塩屋町（綾小路通麩屋町西入）・しおやちよう

　　６００-８０５２・京都府京都市下京区塩屋町（綾小路通柳馬場東入）・しおやちよう

　　６００-８０５２・京都府京都市下京区塩屋町（富小路通綾小路上る）・しおやちよう

　　６００-８０５２・京都府京都市下京区塩屋町（富小路通綾小路下る）・しおやちよう



　　６００-８０５２・京都府京都市下京区塩屋町（麩屋町通綾小路下る）・しおやちよう

　　６００-８１４４・京都府京都市下京区塩屋町（河原町通七条上る西入)・しおやちよう

　　６００-８１４４・京都府京都市下京区塩屋町（七条通河原町西入上る）・しおやちよう

　　６００-８１４４・京都府京都市下京区塩屋町（下枳殻馬場通河原町西入下る）・しおやちよう

　　６００-８３８２・京都府京都市下京区塩屋町（黒門通綾小路下る）・しおやちよう

　　６００-８３８２・京都府京都市下京区塩屋町（黒門通仏光寺上る）・しおやちよう

　　６００-８３８９・京都府京都市下京区四条大宮町・しじようおおみやちよう

　　６００-８４８１・京都府京都市下京区四条堀川町・しじようほりかわちよう

　　６００-８４４１・京都府京都市下京区四条町・しじようちよう

　　６００-８８６１・京都府京都市下京区七条御所ノ内北町・しちじようごしよのうちきたまち

　　６００-８８６２・京都府京都市下京区七条御所ノ内中町・しちじようごしよのうちなかまち

　　６００-８８６５・京都府京都市下京区七条御所ノ内西町・しちじようごしよのうちにしまち

　　６００-８８６３・京都府京都市下京区七条御所ノ内本町・しちじようごしよのうちほんまち

　　６００-８８６４・京都府京都市下京区七条御所ノ内南町・しちじようごしよのうちみなみまち

　　６００-８３１６・京都府京都市下京区四本松町・しほんまつちよう

　　６００-８０２５・京都府京都市下京区清水町（河原町通高辻下る）・しみずちよう

　　６００-８０２５・京都府京都市下京区清水町（河原町通松原上る）・しみずちよう

　　６００-８０２５・京都府京都市下京区清水町（西木屋町通高辻下る）・しみずちよう

　　６００-８０２５・京都府京都市下京区清水町（西木屋町通松原上る）・しみずちよう

　　６００-８２５５・京都府京都市下京区清水町（堀川通木津屋橋下る）・しみずちよう

　　６００-８２５５・京都府京都市下京区清水町（堀川通塩小路上る）・しみずちよう

　　６００-８２５５・京都府京都市下京区清水町（西堀川通木津屋橋下る）・しみずちよう

　　６００-８２５５・京都府京都市下京区清水町（堀川通塩小路西入）・しみずちよう

　　６００-８２５５・京都府京都市下京区・しみずちよう

　　６００-８２４１・京都府京都市下京区志水町・しみずちよう

　　６００-８２６３・京都府京都市下京区下魚棚（４丁目）・しもうおのたな(４)

　　６００-８０５９・京都府京都市下京区下鱗形町・しもうろこがたちよう

　　６００-８２４９・京都府京都市下京区下糀屋町・しもこうじやちよう

　　６００-８３７３・京都府京都市下京区下五条町・しもごじようちよう

　　６００-８０１７・京都府京都市下京区下材木町・しもざいもくちよう

　　６００-８１３６・京都府京都市下京区下三之宮町・しもさんのみやちよう

　　６００-８１６３・京都府京都市下京区下諏訪町・しもすわんちよう

　　６００-８３７５・京都府京都市下京区下長福寺町・しもちようふくじちよう

　　６００-８１３２・京都府京都市下京区下二之宮町・しもにのみやちよう

　　６００-８２０６・京都府京都市下京区下之町・しものちよう

　　６００-８１７２・京都府京都市下京区下平野町・しもひらのちよう

　　６００-８１８０・京都府京都市下京区下万寿寺町・しもまんじゆうじちよう

　　６００-８１６５・京都府京都市下京区下柳町・しもやなぎちよう

　　６００-８１３７・京都府京都市下京区十禅師町・じゆうぜんじちよう

　　６００-８３５４・京都府京都市下京区十文字町・じゆうもんじちよう

　　６００-８３４８・京都府京都市下京区珠数屋町・じゆずやちよう

　　６００-８４１７・京都府京都市下京区俊成町・しゆんぜいちよう

　　６００-８０２１・京都府京都市下京区順風町・じゆんふﾟうちよう

　　６００-８１１６・京都府京都市下京区聖真子町・しようしんじちよう

　　６００-８１５８・京都府京都市下京区卓屋町・しよくやちよう

　　６００-８０８４・京都府京都市下京区新開町・しんかいちよう

　　６００-８４７１・京都府京都市下京区新釜座町・しんかまんざちよう

　　６００-８００１・京都府京都市下京区真町・しんちよう

　　６００-８１４１・京都府京都市下京区新日吉町・しんひよしちよう

　　６００-８０９２・京都府京都市下京区神明町・しんめいちよう

　　６００-８４１１・京都府京都市下京区水銀屋町・すいぎんやちよう

　　６００-８３８６・京都府京都市下京区杉蛭子町・すぎえびすちよう

　　６００-８０７８・京都府京都市下京区杉屋町・すぎやちよう

　　６００-８８４３・京都府京都市下京区朱雀内畑町・すじやくうちはたちよう

　　６００-８８４４・京都府京都市下京区朱雀裏畑町・すじやくうらはたちよう

　　６００-８８４５・京都府京都市下京区朱雀北ノ口町・すじやくきたのくちちよう

　　６００-８８４１・京都府京都市下京区朱雀正会町・すじやくしようかいちよう

　　６００-８８４２・京都府京都市下京区朱雀堂ノ口町・すじやくどうのくちちよう

　　６００-８８４７・京都府京都市下京区朱雀分木町・すじやくぶんきちよう

　　６００-８８４６・京都府京都市下京区朱雀宝蔵町・すじやくほうぞうちよう

　　６００-８０６１・京都府京都市下京区筋屋町・すじやちよう

　　６００-８０４８・京都府京都市下京区須浜町・すはﾞまちよう

　　６００-８１４３・京都府京都市下京区住吉町（河原町通七条上る）・すみよしちよう

　　６００-８１４３・京都府京都市下京区住吉町（河原町通下枳殻馬場下る）・すみよしちよう

　　６００-８１４３・京都府京都市下京区住吉町（下枳殻馬場通河原町西入）・すみよしちよう

　　６００-８１４３・京都府京都市下京区住吉町（下珠数屋町通高倉東入）・すみよしちよう

　　６００-８３３５・京都府京都市下京区住吉町（醒ケ井通高辻下る）・すみよしちよう

　　６００-８３３５・京都府京都市下京区住吉町（醒ケ井通松原上る）・すみよしちよう

　　６００-８４６８・京都府京都市下京区住吉町（新花屋町通西中筋東入)・すみよしちよう

　　６００-８４６８・京都府京都市下京区住吉町（西中筋通新花屋町上る)・すみよしちよう



　　６００-８４６８・京都府京都市下京区住吉町（西中筋通新花屋町下る)・すみよしちよう

　　６００-８４６８・京都府京都市下京区住吉町（西中筋通花屋町上る)・すみよしちよう

　　６００-８４６８・京都府京都市下京区住吉町（西中筋通六条下る)・すみよしちよう

　　６００-８４６８・京都府京都市下京区住吉町（新花屋町通堀川東入)・すみよしちよう

　　６００-８４６８・京都府京都市下京区住吉町（堀川通新花屋町上る）・すみよしちよう

　　６００-８４６８・京都府京都市下京区住吉町（堀川通新花屋町上る）・すみよしちよう

　　６００-８４６８・京都府京都市下京区住吉町（堀川通六条下る）・すみよしちよう

　　６００-８８３２・京都府京都市下京区諏訪開町・すわびらきちよう

　　６００-８３９８・京都府京都市下京区瀬戸屋町・せとやちよう

　　６００-８３０３・京都府京都市下京区銭屋町・ぜにやちよう

　　６００-８０７６・京都府京都市下京区泉正寺町・せんしようじちよう

　　６００-８３３８・京都府京都市下京区泉水町・せんすいちよう

　　６００-８４３１・京都府京都市下京区善長寺町・ぜんちようじちよう

　　６００-８０１９・京都府京都市下京区船頭町・せんどうちよう

　　６００-８１２８・京都府京都市下京区大工町（上ノ口通河原町東入)・だいくちよう

　　６００-８１２８・京都府京都市下京区大工町（上ノ口通土手町西入)・だいくちよう

　　６００-８１２８・京都府京都市下京区大工町（上ノ口通土手町東入)・だいくちよう

　　６００-８１２８・京都府京都市下京区大工町（上ノ口通西木屋町西入)・だいくちよう

　　６００-８１２８・京都府京都市下京区大工町（河原町通上ノ口上る)・だいくちよう

　　６００-８１２８・京都府京都市下京区大工町（河原町通上ノ口下る)・だいくちよう

　　６００-８１２８・京都府京都市下京区大工町（河原町通六条下る）・だいくちよう

　　６００-８１２８・京都府京都市下京区大工町（土手町通上ノ口下る）・だいくちよう

　　６００-８１２８・京都府京都市下京区大工町（土手町通正面上る）・だいくちよう

　　６００-８１２８・京都府京都市下京区大工町（上枳殻馬場通河原町東入）・だいくちよう

　　６００-８２６８・京都府京都市下京区大工町（猪熊通七条上る）・だいくちよう

　　６００-８２６８・京都府京都市下京区大工町（猪熊通七条下る、猪熊通下魚棚上る）・だいくちよう

　　６００-８２６８・京都府京都市下京区大工町（猪熊通下魚棚上る）・だいくちよう

　　６００-８２６８・京都府京都市下京区大工町（七条通猪熊西入）・だいくちよう

　　６００-８２６８・京都府京都市下京区大工町（七条通大宮東入）・だいくちよう

　　６００-８２６８・京都府京都市下京区大工町（下魚棚通猪熊西入）・だいくちよう

　　６００-８２６８・京都府京都市下京区大工町（下魚棚通大宮東入）・だいくちよう

　　６００-８２６８・京都府京都市下京区大工町（下魚棚通大宮東入下る）・だいくちよう

　　６００-８２６８・京都府京都市下京区大工町（下魚棚通黒門東入）・だいくちよう

　　６００-８０４３・京都府京都市下京区大黒町（仏光寺通御幸町西入）・だいこくちよう

　　６００-８０４３・京都府京都市下京区大黒町（仏光寺通御幸町東入）・だいこくちよう

　　６００-８０４３・京都府京都市下京区大黒町（仏光寺通寺町西入）・だいこくちよう

　　６００-８０４３・京都府京都市下京区大黒町（仏光寺通麩屋町東入）・だいこくちよう

　　６００-８１６１・京都府京都市下京区大黒町（鍵屋町通室町西入）・だいこくちよう

　　６００-８１６１・京都府京都市下京区大黒町（鍵屋町通室町東入）・だいこくちよう

　　６００-８１６１・京都府京都市下京区大黒町（五条通室町東入）・だいこくちよう

　　６００-８１６１・京都府京都市下京区大黒町（室町通鍵屋町上る）・だいこくちよう

　　６００-８１６１・京都府京都市下京区大黒町（室町通楊梅上る）・だいこくちよう

　　６００-８１６１・京都府京都市下京区大黒町（室町通楊梅下る）・だいこくちよう

　　６００-８２２３・京都府京都市下京区大黒町（油小路通七条下る）・だいこくちよう

　　６００-８２２３・京都府京都市下京区大黒町（七条通油小路東入）・だいこくちよう

　　６００-８２２３・京都府京都市下京区大黒町（七条通西洞院西入）・だいこくちよう

　　６００-８２２３・京都府京都市下京区大黒町（下魚棚通油小路東入）・だいこくちよう

　　６００-８２２３・京都府京都市下京区大黒町（下魚棚通西洞院西入）・だいこくちよう

　　６００-８２２３・京都府京都市下京区大黒町（西洞院通七条下る）・だいこくちよう

　　６００-８２２３・京都府京都市下京区大黒町（東中筋通七条下る）・だいこくちよう

　　６００-８２２３・京都府京都市下京区大黒町（東中筋通下魚棚下る）・だいこくちよう

　　６００-８２２３・京都府京都市下京区・だいこくちよう

　　６００-８２２３・京都府京都市下京区・だいこくちよう

　　６００-８１０６・京都府京都市下京区醍醐町・だいごちよう

　　６００-８４６９・京都府京都市下京区太子山町・たいしやまちよう

　　６００-８０３９・京都府京都市下京区大寿町・だいずちよう

　　６００-８２３７・京都府京都市下京区松明町・たいまつちよう

　　６００-８２２１・京都府京都市下京区高雄町・たかおちよう

　　６００-８０８２・京都府京都市下京区高材木町・たかざいもくちよう

　　６００-８４２０・京都府京都市下京区高砂町・たかさごちよう

　　６００-８１７４・京都府京都市下京区高槻町・たかつきちよう

　　６００-８３５３・京都府京都市下京区高辻猪熊町・たかつじいのくまちよう

　　６００-８３８７・京都府京都市下京区高辻大宮町・たかつじおおみやちよう

　　６００-８４６５・京都府京都市下京区高辻西洞院町・たかつじにしのとういんちよう

　　６００-８４８６・京都府京都市下京区高辻堀川町・たかつじほりかわちよう

　　６００-８４３４・京都府京都市下京区高辻町・たかつじちよう

　　６００-８０９６・京都府京都市下京区高橋町・たかはしちよう

　　６００-８１２３・京都府京都市下京区高宮町・たかみやちよう

　　６００-８０９３・京都府京都市下京区竹屋町（高倉通綾小路下る）・たけやちよう

　　６００-８０９３・京都府京都市下京区竹屋町（高倉通仏光寺上る）・たけやちよう



　　６００-８０９３・京都府京都市下京区竹屋町（堺町通綾小路下る西入）・たけやちよう

　　６００-８３１９・京都府京都市下京区竹屋町（若宮通北小路下る）・たけやちよう

　　６００-８３１９・京都府京都市下京区竹屋町（若宮通七条上る）・たけやちよう

　　６００-８０９０・京都府京都市下京区竹屋之町・たけやのちよう

　　６００-８００６・京都府京都市下京区立売中之町・たちうりなかのちよう

　　６００-８００７・京都府京都市下京区立売西町・たちうりにしまち

　　６００-８００５・京都府京都市下京区立売東町・たちうりひがしちよう

　　６００-８０４４・京都府京都市下京区橘町（御幸町通高辻上る）・たちはﾞなちよう

　　６００-８０４４・京都府京都市下京区橘町（御幸町通仏光寺下る）・たちはﾞなちよう

　　６００-８０４４・京都府京都市下京区橘町（高辻通御幸町西入）・たちはﾞなちよう

　　６００-８０４４・京都府京都市下京区橘町（高辻通御幸町東入）・たちはﾞなちよう

　　６００-８１５７・京都府京都市下京区橘町（下珠数屋町通不明門東入）・たちはﾞなちよう

　　６００-８１５７・京都府京都市下京区橘町（下珠数屋町通烏丸東入）・たちはﾞなちよう

　　６００-８１５７・京都府京都市下京区橘町（下珠数屋町通東洞院西入）・たちはﾞなちよう

　　６００-８４８７・京都府京都市下京区橘町（醒ケ井通松原上る）・たちはﾞなちよう

　　６００-８４８７・京都府京都市下京区橘町（醒ケ井通松原下る）・たちはﾞなちよう

　　６００-８４８７・京都府京都市下京区橘町（松原通油小路西入）・たちはﾞなちよう

　　６００-８４８７・京都府京都市下京区橘町（松原通醒ケ井西入）・たちはﾞなちよう

　　６００-８４８７・京都府京都市下京区橘町（松原通醒ケ井東入）・たちはﾞなちよう

　　６００-８４８７・京都府京都市下京区橘町（松原通東堀川東入）・たちはﾞなちよう

　　６００-８４８７・京都府京都市下京区橘町（松原通堀川東入）・たちはﾞなちよう

　　６００-８４９０・京都府京都市下京区立中町・たつなかちよう

　　６００-８３０７・京都府京都市下京区辰巳町・たつみちよう

　　６００-８０３８・京都府京都市下京区足袋屋町・たびやちよう

　　６００-８４２７・京都府京都市下京区玉津島町・たまつしまちよう

　　６００-８３４６・京都府京都市下京区玉本町・たまもとちよう

　　６００-８４０９・京都府京都市下京区玉屋町・たまやちよう

　　６００-８１２９・京都府京都市下京区溜池町・ためいけちよう

　　６００-８２６４・京都府京都市下京区樽屋町・たるやちよう

　　６００-８０４２・京都府京都市下京区俵屋町（麩屋町通綾小路下る）・たわらやちよう

　　６００-８０４２・京都府京都市下京区俵屋町（麩屋町通仏光寺上る）・たわらやちよう

　　６００-８０７０・京都府京都市下京区俵屋町（堺町通万寿寺下る）・たわらやちよう

　　６００-８０７０・京都府京都市下京区俵屋町（万寿寺通堺町西入）・たわらやちよう

　　６００-８０７０・京都府京都市下京区俵屋町（万寿寺通堺町東入）・たわらやちよう

　　６００-８０７０・京都府京都市下京区俵屋町（五条通堺町上る）・たわらやちよう

　　６００-８３６５・京都府京都市下京区丹波街道町・たんはﾞかいどうちよう

　　６００-８０３６・京都府京都市下京区茶磨屋町（高辻通御幸町東入）・ちやまやちよう

　　６００-８０３６・京都府京都市下京区茶磨屋町（高辻通寺町西入）・ちやまやちよう

　　６００-８０４５・京都府京都市下京区茶磨屋町（高辻通御幸町西入）・ちやまやちよう

　　６００-８０４５・京都府京都市下京区茶磨屋町（高辻通麩屋町東入）・ちやまやちよう

　　６００-８０６８・京都府京都市下京区忠庵町・ちゆうあんちよう

　　６００-８８１５・京都府京都市下京区中堂寺粟田町・ちゆうどうじあわたちよう

　　６００-８８０５・京都府京都市下京区中堂寺鍵田町・ちゆうどうじかぎたちよう

　　６００-８８１２・京都府京都市下京区中堂寺北町・ちゆうどうじきたまち

　　６００-８８０２・京都府京都市下京区中堂寺櫛笥町・ちゆうどうじくしげちよう

　　６００-８８１４・京都府京都市下京区中堂寺庄ノ内町・ちゆうどうじしようのうちちよう

　　６００-８８０１・京都府京都市下京区中堂寺西寺町・ちゆうどうじにしでらちよう

　　６００-８８１１・京都府京都市下京区中堂寺坊城町・ちゆうどうじほﾞうじようちよう

　　６００-８８０４・京都府京都市下京区中堂寺前田町・ちゆうどうじまえだちよう

　　６００-８３６２・京都府京都市下京区中堂寺前町・ちゆうどうじまえちよう

　　６００-８８１３・京都府京都市下京区中堂寺南町・ちゆうどうじみなみまち

　　６００-８８０６・京都府京都市下京区中堂寺壬生川町・ちゆうどうじみぶがわちよう

　　６００-８８０７・京都府京都市下京区中堂寺命婦町・ちゆうどうじみようぶちよう

　　６００-８８０３・京都府京都市下京区中堂寺薮ノ内町・ちゆうどうじやぶのうちちよう

　　６００-８３６４・京都府京都市下京区突抜（丁目）・つきぬけ

　　６００-８４９２・京都府京都市下京区月鉾町・つきほこちよう

　　６００-８４５３・京都府京都市下京区月見町・つきみちよう

　　６００-８２２６・京都府京都市下京区土橋町・つちはしちよう

　　６００-８３９６・京都府京都市下京区槌屋町・つちやちよう

　　６００-８１５２・京都府京都市下京区筒金町・つつがねちよう

　　６００-８０８５・京都府京都市下京区葛籠屋町・つつﾞらやちよう

　　６００-８０３１・京都府京都市下京区貞安前之町・ていあんまえのちよう

　　６００-８２６５・京都府京都市下京区徹宝町・てつほﾟうちよう

　　６００-８４５６・京都府京都市下京区天使突抜（丁目）・てんしつきぬけ

　　６００-８１８４・京都府京都市下京区天神町・てんじんちよう

　　６００-８４５９・京都府京都市下京区天神前町・てんじんまえちよう

　　６００-８０１３・京都府京都市下京区天王町・てんのうちよう

　　６００-８０２４・京都府京都市下京区天満町・てんまちよう

　　６００-８１１１・京都府京都市下京区都市町・といちちよう

　　６００-８４２１・京都府京都市下京区童侍者町・どうじしやちよう



　　６００-８４０１・京都府京都市下京区燈籠町・とうろうちよう

　　６００-８１６７・京都府京都市下京区常葉町・ときわちよう

　　６００-８４６１・京都府京都市下京区木賊山町・とくさやまちよう

　　６００-８０５１・京都府京都市下京区徳正寺町・とくしようじちよう

　　６００-８４３７・京都府京都市下京区徳万町・とくまんちよう

　　６００-８３９５・京都府京都市下京区徳屋町・とくやちよう

　　６００-８１８６・京都府京都市下京区富田町・とみたちよう

　　６００-８０２３・京都府京都市下京区富永町（河原町通四条下る２丁目）・とみながちよう

　　６００-８０２３・京都府京都市下京区富永町（河原町通高辻上る）・とみながちよう

　　６００-８０２３・京都府京都市下京区富永町（河原町通仏光寺下る）・とみながちよう

　　６００-８０２３・京都府京都市下京区富永町（河原町通松原上る）・とみながちよう

　　６００-８０２３・京都府京都市下京区富永町（河原町通松原上る２丁目）・とみながちよう

　　６００-８０２３・京都府京都市下京区富永町（高辻通河原町西入）・とみながちよう

　　６００-８０２３・京都府京都市下京区富永町（仏光寺通河原町西入）・とみながちよう

　　６００-８３５１・京都府京都市下京区富永町（岩上通高辻上る）・とみながちよう

　　６００-８３５１・京都府京都市下京区富永町（岩上通高辻下る）・とみながちよう

　　６００-８３５１・京都府京都市下京区富永町（高辻通猪熊東入）・とみながちよう

　　６００-８３５１・京都府京都市下京区富永町（高辻通岩上西入）・とみながちよう

　　６００-８３５１・京都府京都市下京区富永町（高辻通岩上東入）・とみながちよう

　　６００-８３５１・京都府京都市下京区富永町（高辻通西堀川西入）・とみながちよう

　　６００-８３５１・京都府京都市下京区富永町（高辻通堀川西入）・とみながちよう

　　６００-８４４９・京都府京都市下京区富永町（新町通松原下る)、・とみながちよう

　　６００-８４４９・京都府京都市下京区富永町（新町通万寿寺上る)・とみながちよう

　　６００-８４４９・京都府京都市下京区富永町（万寿寺通新町西入)・とみながちよう

　　６００-８４４９・京都府京都市下京区万寿寺通新町東入）・とみながちよう

　　６００-８１２５・京都府京都市下京区富浜町・とみはまちよう

　　６００-８１２４・京都府京都市下京区富松町・とみまつちよう

　　６００-８１９２・京都府京都市下京区富屋町・とみやちよう

　　６００-８２１９・京都府京都市下京区中居町・なかいちよう

　　６００-８３３２・京都府京都市下京区中金仏町・なかかなぶつちよう

　　６００-８４５２・京都府京都市下京区永倉町・ながくらちよう

　　６００-８０３２・京都府京都市下京区中之町（寺町通綾小路下る）・なかのちよう

　　６００-８０３２・京都府京都市下京区中之町（寺町通仏光寺上る）・なかのちよう

　　６００-８０３２・京都府京都市下京区中之町（仏光寺通寺町西入）・なかのちよう

　　６００-８０３２・京都府京都市下京区中之町（仏光寺通寺町東入）・なかのちよう

　　６００-８４３５・京都府京都市下京区中野之町・なかののちよう

　　６００-８０７３・京都府京都市下京区永原町・ながはらちよう

　　６００-８４３８・京都府京都市下京区長刀切町・なぎなたぎりちよう

　　６００-８００８・京都府京都市下京区長刀鉾町・なぎなたほﾞこちよう

　　６００-８０５５・京都府京都市下京区鍋屋町・なべやちよう

　　６００-８１４２・京都府京都市下京区納屋町・なやちよう

　　６００-８００４・京都府京都市下京区奈良物町・ならものちよう

　　６００-８０２７・京都府京都市下京区難波町・なんはﾞちよう

　　６００-８４１４・京都府京都市下京区匂天神町・においてんじんちよう

　　６００-８２３６・京都府京都市下京区西油小路町・にしあぶらのこうじちよう

　　６００-８４７８・京都府京都市下京区西綾小路西半町・にしあやのこうじにしはんちよう

　　６００-８４７９・京都府京都市下京区西綾小路東半町・にしあやのこうじひがしはんちよう

　　６００-８１６０・京都府京都市下京区西魚屋町・にしうおやちよう

　　６００-８１０８・京都府京都市下京区西錺屋町・にしかざりやちよう

　　６００-８３２５・京都府京都市下京区西側町・にしがわちよう

　　６００-８２１８・京都府京都市下京区西境町・にしさかいちよう

　　６００-８８９９・京都府京都市下京区西七条赤社町・にししちじようあかやしろちよう

　　６００-８８７５・京都府京都市下京区西七条石井町・にししちじよういしいちよう

　　６００-８８９４・京都府京都市下京区西七条市部町・にししちじよういちべちよう

　　６００-８８９７・京都府京都市下京区西七条御前田町・にししちじようおんまえだちよう

　　６００-８８８１・京都府京都市下京区西七条掛越町・にししちじようかけごしちよう

　　６００-８８８３・京都府京都市下京区西七条北衣田町・にししちじようきたきぬたちよう

　　６００-８８８６・京都府京都市下京区西七条北月読町・にししちじようきたつきよみちよう

　　６００-８８７８・京都府京都市下京区西七条北西野町・にししちじようきたにしのちよう

　　６００-８８７１・京都府京都市下京区西七条北東野町・にししちじようきたひがしのちよう

　　６００-８８９３・京都府京都市下京区西七条御領町・にししちじようごりようちよう

　　６００-８８７９・京都府京都市下京区西七条中野町・にししちじようなかのちよう

　　６００-８８８７・京都府京都市下京区西七条名倉町・にししちじようなくらちよう

　　６００-８８９６・京都府京都市下京区西七条西石ケ坪町・にししちじようにしいしがつほﾞちよう

　　６００-８８７４・京都府京都市下京区西七条西久保町・にししちじようにしくほﾞちよう

　　６００-８８９２・京都府京都市下京区西七条西八反田町・にししちじようにしはつたんだちよう

　　６００-８８９５・京都府京都市下京区西七条東石ケ坪町・にししちじようひがしいしがつほﾞちよう

　　６００-８８９８・京都府京都市下京区西七条東御前田町・にししちじようひがしおんまえだちよう

　　６００-８８７３・京都府京都市下京区西七条東久保町・にししちじようひがしくほﾞちよう

　　６００-８８９１・京都府京都市下京区西七条東八反田町・にししちじようひがしはつたんだちよう



　　６００-８８８２・京都府京都市下京区西七条比輪田町・にししちじようひわだちよう

　　６００-８８８４・京都府京都市下京区西七条南衣田町・にししちじようみなみきぬたちよう

　　６００-８８８５・京都府京都市下京区西七条南月読町・にししちじようみなみつきよみちよう

　　６００-８８７６・京都府京都市下京区西七条南中野町・にししちじようみなみなかのちよう

　　６００-８８７７・京都府京都市下京区西七条南西野町・にししちじようみなみにしのちよう

　　６００-８８７２・京都府京都市下京区西七条南東野町・にししちじようみなみひがしのちよう

　　６００-８８８８・京都府京都市下京区西七条八幡町・にししちじようやわたちよう

　　６００-８８２８・京都府京都市下京区西新屋敷揚屋町・にししんやしきあげやちよう

　　６００-８８２６・京都府京都市下京区西新屋敷上之町・にししんやしきかみのちよう

　　６００-８８２９・京都府京都市下京区西新屋敷下之町・にししんやしきしものちよう

　　６００-８８２７・京都府京都市下京区西新屋敷太夫町・にししんやしきたゆうちよう

　　６００-８８１６・京都府京都市下京区西新屋敷中堂寺町・にししんやしきちゆうどうじちよう

　　６００-８８２５・京都府京都市下京区西新屋敷中之町・にししんやしきなかのちよう

　　６００-８８３３・京都府京都市下京区西酢屋町・にしすやちよう

　　６００-８４８４・京都府京都市下京区西高辻町・にしたかつじちよう

　　６００-８３９７・京都府京都市下京区西田町・にしだちよう

　　６００-８１５５・京都府京都市下京区西玉水町・にしたまみずちよう

　　６００-８２０５・京都府京都市下京区西之町・にしのちよう

　　６００-８３２７・京都府京都市下京区西洞院町・にしのとういんちよう

　　６００-８０２９・京都府京都市下京区西橋詰町・にしはしつﾞめちよう

　　６００-８０８３・京都府京都市下京区西前町・にしまえちよう

　　６００-８３２６・京都府京都市下京区西松屋町・にしまつやちよう

　　６００-８３７１・京都府京都市下京区西門前町・にしもんぜんちよう

　　６００-８２６９・京都府京都市下京区西八百屋町・にしやおやちよう

　　６００-８１５３・京都府京都市下京区廿人講町・にじゆうにんこうちよう

　　６００-８４１２・京都府京都市下京区二帖半敷町・にじようはんじきちよう

　　６００-８３３４・京都府京都市下京区西若松町・にしわかまつちよう

　　６００-８８２４・京都府京都市下京区二人司町・ににんつかさちよう

　　６００-８４９１・京都府京都市下京区鶏鉾町・にわとりほﾞこちよう

　　６００-８０５３・京都府京都市下京区塗師屋町（富小路通綾小路下る）・ぬしやちよう

　　６００-８０５３・京都府京都市下京区塗師屋町（富小路通仏光寺上る）・ぬしやちよう

　　６００-８１８２・京都府京都市下京区塗師屋町（間之町通五条下る）・ぬしやちよう

　　６００-８１８２・京都府京都市下京区塗師屋町（間之町通五条下る２丁目）・ぬしやちよう

　　６００-８１８２・京都府京都市下京区塗師屋町（間之町六条上る）・ぬしやちよう

　　６００-８１８２・京都府京都市下京区塗師屋町（下坂通間之町西入）・ぬしやちよう

　　６００-８１８２・京都府京都市下京区塗師屋町（下坂通間之町東入）・ぬしやちよう

　　６００-８１８２・京都府京都市下京区塗師屋町（六条通間之町西入）・ぬしやちよう

　　６００-８１８２・京都府京都市下京区塗師屋町（六条通高倉西入）・ぬしやちよう

　　６００-８１８２・京都府京都市下京区塗師屋町（六条通東洞院東入）・ぬしやちよう

　　６００-８１８２・京都府京都市下京区塗師屋町（間之町通五条下る）・ぬしやちよう

　　６００-８１８２・京都府京都市下京区塗師屋町（間之町通五条下る２丁目）・ぬしやちよう

　　６００-８１８２・京都府京都市下京区塗師屋町（間之町六条上る）・ぬしやちよう

　　６００-８１８２・京都府京都市下京区塗師屋町（下坂通間之町西入）・ぬしやちよう

　　６００-８１８２・京都府京都市下京区塗師屋町（下坂通間之町東入）・ぬしやちよう

　　６００-８１８２・京都府京都市下京区塗師屋町（六条通間之町西入）・ぬしやちよう

　　６００-８１８２・京都府京都市下京区塗師屋町（六条通間之町東入）・ぬしやちよう

　　６００-８１８２・京都府京都市下京区塗師屋町（六条通高倉西入）・ぬしやちよう

　　６００-８１８２・京都府京都市下京区塗師屋町（六条通東洞院東入）・ぬしやちよう

　　６００-８４５４・京都府京都市下京区布屋町・ぬのやちよう

　　６００-８４２２・京都府京都市下京区白楽天町・はくらくてんちよう

　　６００-８４８９・京都府京都市下京区橋橘町・はしたちはﾞなちよう

　　６００-８１８７・京都府京都市下京区橋詰町・はしつﾞめちよう

　　６００-８１１３・京都府京都市下京区波止土濃町・はしどのちよう

　　６００-８０１１・京都府京都市下京区橋本町・はしもとちよう

　　６００-８１３９・京都府京都市下京区八王子町・はちおうじちよう

　　６００-８１９６・京都府京都市下京区八軒町・はちけんちよう

　　６００-８２４７・京都府京都市下京区八条坊門町（塩小路通黒門西入）・はちじようほﾞうもんちよ

う

　　６００-８８３６・京都府京都市下京区八条坊門町（八条通大宮西入）・はちじようほﾞうもんちよう

　　６００-８０４１・京都府京都市下京区八文字町・はちもんじちよう

　　６００-８２６１・京都府京都市下京区花園町・はなぞのちよう

　　６００-８８３１・京都府京都市下京区花畑町・はなはﾞたけちよう

　　６００-８１８５・京都府京都市下京区花屋町（上枳殻馬場通間之町西入)、・はなやちよう

　　６００-８１８５・京都府京都市下京区花屋町（上珠数屋町通間之町西入)・はなやちよう

　　６００-８１８５・京都府京都市下京区屋町（上珠数屋町通東洞院東入）・はなやちよう

　　６００-８１８５・京都府京都市下京区屋町（東洞院通上枳殻馬場下る）・はなやちよう

　　６００-８１８５・京都府京都市下京区屋町（間之町通上珠数屋町下る）・はなやちよう

　　６００-８３４０・京都府京都市下京区花屋町（花屋町通油小路西入）・はなやちよう

　　６００-８１１４・京都府京都市下京区早尾町・はやおちよう

　　６００-８４３３・京都府京都市下京区繁昌町・はんじようちよう



　　６００-８４３９・京都府京都市下京区坂東屋町・はﾞんとうやちよう

　　６００-８２３５・京都府京都市下京区東油小路町・ひがしあぶらのこうじちよう

　　６００-８１６９・京都府京都市下京区東魚屋町・ひがしうおやちよう

　　６００-８１０７・京都府京都市下京区東錺屋町・ひがしかざりやちよう

　　６００-８３２４・京都府京都市下京区東側町・ひがしがわちよう

　　６００-８２１７・京都府京都市下京区東境町・ひがしさかいちよう

　　６００-８２１５・京都府京都市下京区東塩小路釜殿町・ひがししおこうじかまどのちよう

　　６００-８２１４・京都府京都市下京区東塩小路高倉町・ひがししおこうじたかくらちよう

　　６００-８２１３・京都府京都市下京区東塩小路向畑町・ひがししおこうじむかいはたちよう

　　６００-８２１６・京都府京都市下京区東塩小路町・ひがししおこうじちよう

　　６００-８２２５・京都府京都市下京区東大工町・ひがしだいくちよう

　　６００-８１９０・京都府京都市下京区東玉水町・ひがしたまみずちよう

　　６００-８２２４・京都府京都市下京区東町・ひがしちよう

　　６００-８２０４・京都府京都市下京区東之町・ひがしのちよう

　　６００-８０７４・京都府京都市下京区東前町・ひがしまえちよう

　　６００-８３１５・京都府京都市下京区東松屋町・ひがしまつやちよう

　　６００-８３０５・京都府京都市下京区東若松町・ひがしわかまつちよう

　　６００-８４５８・京都府京都市下京区樋口町・ひぐちちよう

　　６００-８２２７・京都府京都市下京区菱屋町・ひしやちよう

　　６００-８３１１・京都府京都市下京区毘沙門町・びしやもんちよう

　　６００-８０８７・京都府京都市下京区樋之下町・ひのしたちよう

　　６００-８１１８・京都府京都市下京区平居町・ひらいちよう

　　６００-８１２２・京都府京都市下京区平岡町・ひらおかちよう

　　６００-８３０６・京都府京都市下京区平野町・ひらのちよう

　　６００-８１０９・京都府京都市下京区平屋町・ひらやちよう

　　６００-８４０８・京都府京都市下京区深草町・ふかくさちよう

　　６００-８１８９・京都府京都市下京区福島町・ふくしまちよう

　　６００-８４０４・京都府京都市下京区福田寺町・ふくでんじちよう

　　６００-８３２０・京都府京都市下京区福本町・ふくもとちよう

　　６００-８４９５・京都府京都市下京区藤本寄町・ふじもとよりちよう

　　６００-８１７３・京都府京都市下京区仏具屋町（不明門通五条下る２丁目)・ぶつぐやちよう

　　６００-８１７３・京都府京都市下京区仏具屋町（不明門通花屋町上る)・ぶつぐやちよう

　　６００-８１７３・京都府京都市下京区仏具屋町（不明門通六条上る)・ぶつぐやちよう

　　６００-８１７３・京都府京都市下京区仏具屋町（不明門通六条下る)・ぶつぐやちよう

　　６００-８１７３・京都府京都市下京区仏具屋町（花屋町通烏丸東入)・ぶつぐやちよう

　　６００-８１７３・京都府京都市下京区仏具屋町（花屋町通不明門西入)・ぶつぐやちよう

　　６００-８１７３・京都府京都市下京区仏具屋町（花屋町通不明門東入）・ぶつぐやちよう

　　６００-８１７３・京都府京都市下京区仏具屋町（六条通不明門西入）・ぶつぐやちよう

　　６００-８１７３・京都府京都市下京区仏具屋町（六条通不明門東入）・ぶつぐやちよう

　　６００-８１７３・京都府京都市下京区仏具屋町（六条通烏丸東京区入）・ぶつぐやちよう

　　６００-８１７３・京都府京都市下京区仏具屋町（六条通東洞院西入）・ぶつぐやちよう

　　６００-８３４７・京都府京都市下京区仏具屋町（油小路通正面上る）・ぶつぐやちよう

　　６００-８３４７・京都府京都市下京区仏具屋町（油小路通花屋町下る）・ぶつぐやちよう

　　６００-８３４７・京都府京都市下京区仏具屋町（正面通油小路東入）・ぶつぐやちよう

　　６００-８３４７・京都府京都市下京区仏具屋町（花屋町通油小路東入）・ぶつぐやちよう

　　６００-８０９４・京都府京都市下京区仏光寺西町・ぶつこうじにしまち

　　６００-８０５４・京都府京都市下京区仏光寺東町・ぶつこうじひがしまち

　　６００-８４６６・京都府京都市下京区舟屋町・ふなやちよう

　　６００-８４４３・京都府京都市下京区船鉾町・ふねほﾞこちよう

　　６００-８４６７・京都府京都市下京区麓町・ふもとちよう

　　６００-８２４５・京都府京都市下京区古御旅町・ふるおたびちよう

　　６００-８４２８・京都府京都市下京区弁財天町・べんざいてんちよう

　　６００-８３８８・京都府京都市下京区坊門町・ほﾞうもんちよう

　　６００-８２４４・京都府京都市下京区坊門中之町・ほﾞうもんなかのちよう

　　６００-８３３３・京都府京都市下京区卜味金仏町・ほﾞくみかなぶつちよう

　　６００-８１９３・京都府京都市下京区骨屋町（六条通高倉東入）・ほねやちよう

　　６００-８１９３・京都府京都市下京区骨屋町（六条通柳馬場西入）・ほねやちよう

　　６００-８１４７・京都府京都市下京区堀詰町・ほりつﾞめちよう

　　６００-８４４６・京都府京都市下京区堀之内町・ほりのうちちよう

　　６００-８３６１・京都府京都市下京区堀之上町・ほりのがみちよう

　　６００-８１０２・京都府京都市下京区本覚寺前町・ほんがくじまえちよう

　　６００-８０８６・京都府京都市下京区本燈籠町・ほんとうろうちよう

　　６００-８４６２・京都府京都市下京区本柳水町・ほんりゆうすいちよう

　　６００-８２１１・京都府京都市下京区真苧屋町・まおやちよう

　　６００-８０４６・京都府京都市下京区桝屋町・ますやちよう

　　６００-８１９５・京都府京都市下京区升屋町・ますやちよう

　　６００-８０２６・京都府京都市下京区松川町・まつかわちよう

　　６００-８０６３・京都府京都市下京区松原中之町・まつはﾞらなかのちよう

　　６００-８２５６・京都府京都市下京区松本町（岩上通木津屋橋下る）・まつもとちよう

　　６００-８２５６・京都府京都市下京区松本町（岩上通塩小路上る）・まつもとちよう



　　６００-８３９０・京都府京都市下京区松本町（綾小路通猪熊東入）・まつもとちよう

　　６００-８３９０・京都府京都市下京区松本町（猪熊通綾小路上る）・まつもとちよう

　　６００-８３９０・京都府京都市下京区松本町（猪熊通四条下る）・まつもとちよう

　　６００-８１０５・京都府京都市下京区松屋町・まつやちよう

　　６００-８０７５・京都府京都市下京区万里小路町・まりこうじちよう

　　６００-８０３７・京都府京都市下京区丸屋町（御幸町通綾小路下る）・まるやちよう

　　６００-８０３７・京都府京都市下京区丸屋町（御幸町通仏光寺上る）・まるやちよう

　　６００-８３５９・京都府京都市下京区丸屋町（綾小路通猪熊西入）・まるやちよう

　　６００-８３５９・京都府京都市下京区丸屋町（綾小路通大宮東入る）・まるやちよう

　　６００-８３５９・京都府京都市下京区丸屋町（綾小路通黒門西入）・まるやちよう

　　６００-８３５９・京都府京都市下京区丸屋町（綾小路通黒門東入）・まるやちよう

　　６００-８３５９・京都府京都市下京区丸屋町（猪熊通綾小路上る）・まるやちよう

　　６００-８３５９・京都府京都市下京区丸屋町（黒門通綾小路上る）・まるやちよう

　　６００-８３５９・京都府京都市下京区丸屋町（黒門通綾小路下る）・まるやちよう

　　６００-８３９９・京都府京都市下京区丸屋町（北小路通西中筋東入）・まるやちよう

　　６００-８３９９・京都府京都市下京区丸屋町（西中筋通北小路上る）・まるやちよう

　　６００-８３９９・京都府京都市下京区丸屋町（西中筋通正面下る、北小路通堀川東入）・まるやちよ

う

　　６００-８３９９・京都府京都市下京区丸屋町（北小路通堀川東入）・まるやちよう

　　６００-８３９９・京都府京都市下京区丸屋町（堀川通北小路上る）・まるやちよう

　　６００-８３９９・京都府京都市下京区丸屋町（堀川通正面下る）・まるやちよう

　　６００-８１０４・京都府京都市下京区万寿寺町・まんじゆうじちよう

　　６００-８４０５・京都府京都市下京区万寿寺中之町・まんじゆうじなかのちよう

　　６００-８１０１・京都府京都市下京区御影堂町・みえいどうちよう

　　６００-８４４７・京都府京都市下京区御影町・みかげちよう

　　６００-８０２０・京都府京都市下京区御影堂前町・みかげどうまえちよう

　　６００-８２３８・京都府京都市下京区御方紺屋町・みかたこんやちよう

　　６００-８２４３・京都府京都市下京区南夷町・みなみえびすちよう

　　６００-８１１７・京都府京都市下京区南京極町・みなみきようごくちよう

　　６００-８１１０・京都府京都市下京区南橋詰町・みなみはしつﾞめちよう

　　６００-８２３４・京都府京都市下京区南不動堂町・みなみふどんどうちよう

　　６００-８２３２・京都府京都市下京区南町・みなみまち

　　６００-８３７２・京都府京都市下京区南門前町・みなみもんぜんちよう

　　６００-８２５１・京都府京都市下京区南八百屋町・みなみやおやちよう

　　６００-８０１５・京都府京都市下京区美濃屋町・みのやちよう

　　６００-８４７２・京都府京都市下京区妙伝寺町・みようでんじちよう

　　６００-８３９２・京都府京都市下京区妙満寺町・みようまんじちよう

　　６００-８０９１・京都府京都市下京区元悪王子町・もとあくおうじちよう

　　６００-８０６４・京都府京都市下京区本上神明町・もとかみしんめいちよう

　　６００-８１１９・京都府京都市下京区本塩竈町・もとしおがまちよう

　　６００-８０６５・京都府京都市下京区本神明町・もとしんめいちよう

　　６００-８４３６・京都府京都市下京区元両替町・もとりようがえちよう

　　６００-８３４５・京都府京都市下京区紅葉町・もみじちよう

　　６００-８２２２・京都府京都市下京区文覚町・もんがくちよう

　　６００-８３５８・京都府京都市下京区門前町・もんぜんちよう

　　６００-８１６８・京都府京都市下京区八百屋町（室町新町ノ間六条下る）・やおやちよう

　　６００-８１６８・京都府京都市下京区八百屋町（室町通花屋町上る）・やおやちよう

　　６００-８１６８・京都府京都市下京区八百屋町（室町通六条下る）・やおやちよう

　　６００-８１６８・京都府京都市下京区八百屋町（六条通新町東入下る）・やおやちよう

　　６００-８１６８・京都府京都市下京区八百屋町（六条通室町西入）・やおやちよう

　　６００-８１６８・京都府京都市下京区八百屋町（六条通室町西入下る）・やおやちよう

　　６００-８２６２・京都府京都市下京区八百屋町（七条通猪熊通東入）・やおやちよう

　　６００-８２６２・京都府京都市下京区八百屋町（七条通東堀川西入）・やおやちよう

　　６００-８２６２・京都府京都市下京区八百屋町（七条通堀川西入）・やおやちよう

　　６００-８２６２・京都府京都市下京区八百屋町（七条通堀川西入下る）・やおやちよう

　　６００-８２６２・京都府京都市下京区八百屋町（東堀川通七条下る西入）・やおやちよう

　　６００-８２６２・京都府京都市下京区八百屋町（下魚棚通堀川西入）・やおやちよう

　　６００-８３２１・京都府京都市下京区八百屋町（西洞院通楊梅上る）・やおやちよう

　　６００-８３２１・京都府京都市下京区八百屋町（西洞院通楊梅下る）・やおやちよう

　　６００-８３２１・京都府京都市下京区八百屋町（楊梅通西洞院東入）・やおやちよう

　　６００-８３２１・京都府京都市下京区八百屋町（楊梅通若宮西入）・やおやちよう

　　６００-８３２１・京都府京都市下京区・やおやちよう

　　６００-８２０３・京都府京都市下京区屋形町・やかたちよう

　　６００-８８２３・京都府京都市下京区薬園町・やくえんちよう

　　６００-８４１６・京都府京都市下京区薬師前町・やくしまえちよう

　　６００-８４４２・京都府京都市下京区矢田町・やだちよう

　　６００-８１１２・京都府京都市下京区八ツ柳町・やつやなぎちよう

　　６００-８３４４・京都府京都市下京区柳町・やなぎちよう

　　６００-８４４８・京都府京都市下京区藪下町・やぶしたちよう

　　６００-８３７４・京都府京都市下京区藪之内町・やぶのうちちよう



　　６００-８３４２・京都府京都市下京区山川町・やまかわちよう

　　６００-８４５５・京都府京都市下京区八幡町・やわたちよう

　　６００-８０７７・京都府京都市下京区夕顔町・ゆうがおちよう

　　６００-８４７７・京都府京都市下京区要法寺町・ようほうじちよう

　　６００-８１７９・京都府京都市下京区横諏訪町・よこすわんちよう

　　６００-８４０３・京都府京都市下京区吉水町（不明門通松原下る）・よしみずちよう

　　６００-８４０３・京都府京都市下京区吉水町（不明門通万寿寺上る）・よしみずちよう

　　６００-８４８３・京都府京都市下京区吉水町（西堀川通高辻上る）・よしみずちよう

　　６００-８４８３・京都府京都市下京区吉水町（西堀川通仏光寺下る）・よしみずちよう

　　６００-８４８３・京都府京都市下京区吉水町（東堀川通高辻上る）・よしみずちよう

　　６００-８４８３・京都府京都市下京区吉水町（東堀川通仏光寺下る）・よしみずちよう

　　６００-８４８３・京都府京都市下京区吉水町（仏光寺通東堀川東入）・よしみずちよう

　　６００-８４８３・京都府京都市下京区吉水町（西堀川通高辻上る）・よしみずちよう

　　６００-８４８３・京都府京都市下京区吉水町（西堀川通仏光寺下る）・よしみずちよう

　　６００-８４８３・京都府京都市下京区吉水町（東堀川通高辻上る）・よしみずちよう

　　６００-８４８３・京都府京都市下京区吉水町（東堀川通仏光寺下る）・よしみずちよう

　　６００-８４８３・京都府京都市下京区吉水町（仏光寺通東堀川東入）・よしみずちよう

　　６００-８４８３・京都府京都市下京区吉水町（堀川通仏光寺下る）・よしみずちよう

　　６００-８１９９・京都府京都市下京区万屋町・よろずやちよう

　　６００-８３５５・京都府京都市下京区来迎堂町・らいこうどうちよう

　　６００-８１９８・京都府京都市下京区若松町・わかまつちよう

　　６００-８１２０・京都府京都市下京区若宮町（上ノ口通河原町西入）・わかみやちよう

　　６００-８１２０・京都府京都市下京区若宮町（上ノ口通河原町西入下る）・わかみやちよう

　　６００-８１２０・京都府京都市下京区若宮町（河原町通上枳殻馬場上る）・わかみやちよう

　　６００-８１２０・京都府京都市下京区若宮町（河原町通上ノ口下る）・わかみやちよう

　　６００-８１２０・京都府京都市下京区若宮町（河原町通正面上る）・わかみやちよう

　　６００-８２０１・京都府京都市下京区若宮町（加茂川筋七条下る）・わかみやちよう

　　６００-８２０１・京都府京都市下京区若宮町（木屋町通七条下る）・わかみやちよう

　　６００-８２０１・京都府京都市下京区若宮町（木屋町通七条下る東入）・わかみやちよう

　　６００-８２０１・京都府京都市下京区若宮町（三ノ宮通七条下る）・わかみやちよう

　　６００-８２０１・京都府京都市下京区若宮町（須原通七条下る）・わかみやちよう

　　６００-８２０１・京都府京都市下京区若宮町（七条大橋西入）・わかみやちよう

　　６００-８２０１・京都府京都市下京区若宮町（七条通加茂川筋西入）・わかみやちよう

　　６００-８２０１・京都府京都市下京区若宮町（七条通加茂川筋西入下る）・わかみやちよう

　　６００-８３１４・京都府京都市下京区若宮町（新花屋町通若宮西入)・わかみやちよう

　　６００-８３１４・京都府京都市下京区若宮町（新花屋町通若宮東入)・わかみやちよう

　　６００-８３１４・京都府京都市下京区若宮町（六条通新町西入)・わかみやちよう

　　６００-８３１４・京都府京都市下京区若宮町（六条通西洞院東入)・わかみやちよう

　　６００-８３１４・京都府京都市下京区若宮町（六条通若宮西入)・わかみやちよう

　　６００-８３１４・京都府京都市下京区若宮町（六条通若宮東入)・わかみやちよう

　　６００-８３１４・京都府京都市下京区若宮町（若宮通新花屋町上る)・わかみやちよう

　　６００-８３１４・京都府京都市下京区若宮町（若宮通新花屋町下る)・わかみやちよう

　　６００-８３１４・京都府京都市下京区若宮町（若宮通花屋町上る）・わかみやちよう

　　６００-８３１４・京都府京都市下京区若宮町（若宮通花屋町下る）・わかみやちよう

　　６００-８３１４・京都府京都市下京区若宮町（若宮通六条下る）・わかみやちよう

　　６００-８８３４・京都府京都市下京区和気町・わきちよう

　　６０１-００００・京都府京都市南区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６０１-８４０６・京都府京都市南区戒光寺町・かいこうじちよう

　　６０１-８１４３・京都府京都市南区上鳥羽麻ノ本・かみとはﾞあさのもと

　　６０１-８１３５・京都府京都市南区上鳥羽石橋町・かみとはﾞいしはﾞしちよう

　　６０１-８１３６・京都府京都市南区上鳥羽岩ノ本町・かみとはﾞいわのもとちよう

　　６０１-８１４１・京都府京都市南区上鳥羽卯ノ花・かみとはﾞうのはな

　　６０１-８１７７・京都府京都市南区上鳥羽馬廻・ かみとはﾞうままわじ

　　６０１-８１３４・京都府京都市南区上鳥羽大溝・かみとはﾞおおみぞ

　　６０１-８１２８・京都府京都市南区上鳥羽大柳町・かみとはﾞおおやなぎちよう

　　６０１-８１７８・京都府京都市南区上鳥羽戒光・かみとはﾞかいこう

　　６０１-８１８５・京都府京都市南区上鳥羽戒光町・かみとはﾞかいこうちよう

　　６０１-８１７５・京都府京都市南区上鳥羽金仏・かみとはﾞかなほﾞとけ

　　６０１-８１０５・京都府京都市南区上鳥羽上調子町・かみとはﾞかみちようしちよう

　　６０１-８１３１・京都府京都市南区上鳥羽鴨田・かみとはﾞかもんでん

　　６０１-８１０８・京都府京都市南区上鳥羽唐戸町・かみとはﾞからとちよう

　　６０１-８１７１・京都府京都市南区上鳥羽川端町・かみとはﾞかわはﾞたちよう

　　６０１-８１１２・京都府京都市南区上鳥羽勧進橋町・かみとはﾞかんじんはﾞしちよう

　　６０１-８１８６・京都府京都市南区上鳥羽北戒光町・かみとはﾞきたかいこうちよう

　　６０１-８１８２・京都府京都市南区上鳥羽北島田町・かみとはﾞきたしまだちよう

　　６０１-８１２２・京都府京都市南区上鳥羽北塔ノ本町・かみとはﾞきたとうのもとちよう

　　６０１-８１０６・京都府京都市南区上鳥羽北中ノ坪町・かみとはﾞきたなかのつほﾞちよう

　　６０１-８１２７・京都府京都市南区上鳥羽北花名町・かみとはﾞきたはななちよう

　　６０１-８１８７・京都府京都市南区上鳥羽北村山町・かみとはﾞきたむらやまちよう

　　６０１-８１７４・京都府京都市南区上鳥羽清井町・かみとはﾞきよいちよう



　　６０１-８１１５・京都府京都市南区上鳥羽尻切町・かみとはﾞしりきりちよう

　　６０１-８１３７・京都府京都市南区上鳥羽城ケ前町・かみとはﾞしろがまえちよう

　　６０１-８１０２・京都府京都市南区上鳥羽菅田町・かみとはﾞすがたちよう

　　６０１-８１２１・京都府京都市南区上鳥羽大物町・かみとはﾞだいもつちよう

　　６０１-８１０１・京都府京都市南区上鳥羽高畠町・かみとはﾞたかはたちよう

　　６０１-８１３２・京都府京都市南区上鳥羽町田・かみとはﾞちようだ

　　６０１-８１０４・京都府京都市南区上鳥羽角田町・かみとはﾞつのだちよう

　　６０１-８１２４・京都府京都市南区上鳥羽塔ノ本・かみとはﾞとうのもと

　　６０１-８１４２・京都府京都市南区上鳥羽中河原・かみとはﾞなかがわら

　　６０１-８１４６・京都府京都市南区上鳥羽奈須野町・かみとはﾞなすのちよう

　　６０１-８１７２・京都府京都市南区上鳥羽鍋ケ渕町・かみとはﾞなべがふちちよう

　　６０１-８１１１・京都府京都市南区上鳥羽苗代町・かみとはﾞなわしろちよう

　　６０１-８１４５・京都府京都市南区上鳥羽西浦町・かみとはﾞにしうらちよう

　　６０１-８１７３・京都府京都市南区上鳥羽八王神町・かみとはﾞはちおうじんちよう

　　６０１-８１２５・京都府京都市南区上鳥羽花名・かみとはﾞはなな

　　６０１-８１４４・京都府京都市南区上鳥羽火打形町・かみとはﾞひうちがたちよう

　　６０１-８１０３・京都府京都市南区上鳥羽仏現寺町・かみとはﾞぶつげんじちよう

　　６０１-８１１６・京都府京都市南区上鳥羽鉾立町・かみとはﾞほこたてちよう

　　６０１-８１８１・京都府京都市南区上鳥羽堀子町・かみとはﾞほりこちよう

　　６０１-８１０７・京都府京都市南区上鳥羽南唐戸町・かみとはﾞみなみからとちよう

　　６０１-８１８３・京都府京都市南区上鳥羽南島田町・かみとはﾞみなみしまだちよう

　　６０１-８１２３・京都府京都市南区上鳥羽南塔ノ本町・かみとはﾞみなみとうのもとちよう

　　６０１-８１８８・京都府京都市南区上鳥羽南中ノ坪町・かみとはﾞみなみなかのつほﾞちよう

　　６０１-８１１３・京都府京都市南区上鳥羽南苗代町・かみとはﾞみなみなわしろちよう

　　６０１-８１２６・京都府京都市南区上鳥羽南花名町・かみとはﾞみなみはななちよう

　　６０１-８１１４・京都府京都市南区上鳥羽南鉾立町・かみとはﾞみなみほこたてちよう

　　６０１-８１８４・京都府京都市南区上鳥羽南村山町・かみとはﾞみなみむらやまちよう

　　６０１-８１７６・京都府京都市南区上鳥羽山ノ本町・かみとはﾞやまのもとちよう

　　６０１-８１３３・京都府京都市南区上鳥羽藁田・かみとはﾞわらんでん

　　６０１-８１６１・京都府京都市南区上鳥羽塔ノ森梅ノ木・かみとはﾞとうのもりうめのき

　　６０１-８１６３・京都府京都市南区上鳥羽塔ノ森江川町・かみとはﾞとうのもりえがわちよう

　　６０１-８１５５・京都府京都市南区上鳥羽塔ノ森上河原・かみとはﾞとうのもりかみかわら

　　６０１-８１６７・京都府京都市南区上鳥羽塔ノ森上開ノ内・かみとはﾞとうのもりかみひらきのうち

　　６０１-８１６２・京都府京都市南区上鳥羽塔ノ森柴東町・かみとはﾞとうのもりしはﾞひがしちよう

　　６０１-８１５３・京都府京都市南区上鳥羽塔ノ森下河原・かみとはﾞとうのもりしもかわら

　　６０１-８１６６・京都府京都市南区上鳥羽塔ノ森下開ノ内・かみとはﾞとうのもりしもひらきのうち

　　６０１-８１５２・京都府京都市南区上鳥羽塔ノ森洲崎町・かみとはﾞとうのもりすざきちよう

　　６０１-８１６５・京都府京都市南区上鳥羽塔ノ森西河原町・かみとはﾞとうのもりにしがわらちよう

　　６０１-８１５１・京都府京都市南区上鳥羽塔ノ森東向町・かみとはﾞとうのもりひがしむこうちよう

　　６０１-８１５４・京都府京都市南区上鳥羽塔ノ森柳原・かみとはﾞとうのもりやなぎはら

　　６０１-８１６４・京都府京都市南区上鳥羽塔ノ森四ツ谷町・かみとはﾞとうのもりよつやちよう

　　６０１-８４６３・京都府京都市南区唐橋赤金町・からはしあかかねちよう

　　６０１-８４５５・京都府京都市南区唐橋芦辺町・からはしあしべちよう

　　６０１-８４６２・京都府京都市南区唐橋井園町・からはしいそのちよう

　　６０１-８４６７・京都府京都市南区唐橋大宮尻町・からはしおおみやじりちよう

　　６０１-８４６１・京都府京都市南区唐橋門脇町・からはしかどわきちよう

　　６０１-８４５１・京都府京都市南区唐橋川久保町・からはしかわくほﾞちよう

　　６０１-８４５４・京都府京都市南区唐橋経田町・からはしけいでんちよう

　　６０１-８４６６・京都府京都市南区唐橋西寺町・からはしさいじちよう

　　６０１-８４６４・京都府京都市南区唐橋高田町・からはしたかだちよう

　　６０１-８４５２・京都府京都市南区唐橋堂ノ前町・からはしどうのまえちよう

　　６０１-８４６８・京都府京都市南区唐橋西平垣町・からはしにしひらがきちよう

　　６０１-８４６５・京都府京都市南区唐橋花園町・からはしはなぞのちよう

　　６０１-８４６９・京都府京都市南区唐橋平垣町・からはしひらがきちよう

　　６０１-８４５７・京都府京都市南区唐橋琵琶町・からはしびわちよう

　　６０１-８４５６・京都府京都市南区唐橋南琵琶町・からはしみなみびわちよう

　　６０１-８４５３・京都府京都市南区唐橋羅城門町・からはしらじようもんちよう

　　６０１-８３４９・京都府京都市南区吉祥院池田町・きつしよういんいけだちよう

　　６０１-８３４６・京都府京都市南区吉祥院池田南町・きつしよういんいけだみなみちよう

　　６０１-８３１６・京都府京都市南区吉祥院池ノ内町・きつしよういんいけのうちちよう

　　６０１-８３６７・京都府京都市南区吉祥院石原町・きつしよういんいしはらちよう

　　６０１-８３４３・京都府京都市南区吉祥院稲葉町・きつしよういんいなはﾞちよう

　　６０１-８３１４・京都府京都市南区吉祥院井ノ口町・きつしよういんいのくちちよう

　　６０１-８３９２・京都府京都市南区吉祥院内河原町・きつしよういんうちがわらちよう

　　６０１-８３２７・京都府京都市南区吉祥院御池町・きつしよういんおいけちよう

　　６０１-８３９１・京都府京都市南区吉祥院大河原町・きつしよういんおおがわらちよう

　　６０１-８３２４・京都府京都市南区吉祥院落合町・きつしよういんおちあいちよう

　　６０１-８３２３・京都府京都市南区吉祥院春日町・きつしよういんかすがちよう

　　６０１-８３４８・京都府京都市南区吉祥院観音堂町・きつしよういんかんのんどうちよう

　　６０１-８３４７・京都府京都市南区吉祥院観音堂南町・きつしよういんかんのんどうみなみちよう



　　６０１-８３２８・京都府京都市南区吉祥院九条町・きつしよういんくじようちよう

　　６０１-８３１５・京都府京都市南区吉祥院車道町・きつしよういんくるまみちちよう

　　６０１-８３２２・京都府京都市南区吉祥院定成町・きつしよういんさだなりちよう

　　６０１-８３３９・京都府京都市南区吉祥院里ノ内町・きつしよういんさとのうちちよう

　　６０１-８３１９・京都府京都市南区吉祥院三ノ宮町・きつしよういんさんのみやちよう

　　６０１-８３１８・京都府京都市南区吉祥院三ノ宮西町・きつしよういんさんのみやにしまち

　　６０１-８３２９・京都府京都市南区吉祥院清水町・きつしよういんしみずちよう

　　６０１-８３３６・京都府京都市南区吉祥院菅原町・きつしよういんすがはらちよう

　　６０１-８３３５・京都府京都市南区吉祥院砂ノ町・きつしよういんすなのちよう

　　６０１-８３３２・京都府京都市南区吉祥院高畑町・きつしよういんたかはたちよう

　　６０１-８３９９・京都府京都市南区吉祥院堤外町・きつしよういんつつみそとちよう

　　６０１-８３１３・京都府京都市南区吉祥院中島町・きつしよういんなかじまちよう

　　６０１-８３６２・京都府京都市南区吉祥院長田町・きつしよういんながたちよう

　　６０１-８３５４・京都府京都市南区吉祥院仁木ノ森町・きつしよういんにきのもりちよう

　　６０１-８３５２・京都府京都市南区吉祥院西浦町・きつしよういんにしうらちよう

　　６０１-８３２１・京都府京都市南区吉祥院西定成町・きつしよういんにしさだなりちよう

　　６０１-８３３８・京都府京都市南区吉祥院西ノ内町・きつしよういんにしのうちちよう

　　６０１-８３８１・京都府京都市南区吉祥院西ノ茶屋町・きつしよういんにしのちややちよう

　　６０１-８３５３・京都府京都市南区吉祥院這登中町・きつしよういんはいのほﾞりなかまち

　　６０１-８３５１・京都府京都市南区吉祥院這登西町・きつしよういんはいのほﾞりにしまち

　　６０１-８３３７・京都府京都市南区吉祥院這登東町・きつしよういんはいのほﾞりひがしまち

　　６０１-８３２５・京都府京都市南区吉祥院八反田町・きつしよういんはつたんだちよう

　　６０１-８３３３・京都府京都市南区吉祥院東浦町・きつしよういんひがしうらちよう

　　６０１-８３３４・京都府京都市南区吉祥院東砂ノ町・きつしよういんひがしすなのちよう

　　６０１-８３４２・京都府京都市南区吉祥院東前田町・きつしよういんひがしまえだちよう

　　６０１-８３３０・京都府京都市南区吉祥院船戸町・きつしよういんふなとちよう

　　６０１-８３０４・京都府京都市南区吉祥院前河原町・きつしよういんまえがわらちよう

　　６０１-８３４１・京都府京都市南区吉祥院前田町・きつしよういんまえだちよう

　　６０１-８３４４・京都府京都市南区吉祥院蒔絵町・きつしよういんまきえちよう

　　６０１-８３４５・京都府京都市南区吉祥院蒔絵南町・きつしよういんまきえみなみちよう

　　６０１-８３３１・京都府京都市南区吉祥院政所町・きつしよういんまんどころちよう

　　６０１-８３２６・京都府京都市南区吉祥院南落合町・きつしよういんみなみおちあいちよう

　　６０１-８３０６・京都府京都市南区吉祥院宮ノ西町・きつしよういんみやのにしちよう

　　６０１-８３０５・京都府京都市南区吉祥院宮ノ東町・きつしよういんみやのひがしちよう

　　６０１-８３０７・京都府京都市南区吉祥院向田西町・きつしよういんむかいだにしちよう

　　６０１-８３０８・京都府京都市南区吉祥院向田東町・きつしよういんむかいだひがしちよう

　　６０１-８３９０・京都府京都市南区吉祥院流作町・きつしよういんりゆうさくちよう

　　６０１-８３８２・京都府京都市南区吉祥院石原上川原町・きつしよういんいしはらかみかわらちよう

　　６０１-８３５６・京都府京都市南区吉祥院石原京道町・きつしよういんいしはらきようみちちよう

　　６０１-８３５５・京都府京都市南区吉祥院石原堂ノ後町・きつしよういんいしはらどうのうしろちよ

う

　　６０１-８３５７・京都府京都市南区吉祥院石原堂ノ後西町・きつしよういんいしはらどうのうしろに

しまち

　　６０１-８３８３・京都府京都市南区吉祥院石原長田町・きつしよういんいしはらながたちよう

　　６０１-８３６６・京都府京都市南区吉祥院石原西町・きつしよういんいしはらにしまち

　　６０１-８３８８・京都府京都市南区吉祥院石原西ノ開町・きつしよういんいしはらにしのひらきちよ

う

　　６０１-８３８４・京都府京都市南区吉祥院石原野上町・きつしよういんいしはらのがみちよう

　　６０１-８３８７・京都府京都市南区吉祥院石原橋裏・きつしよういんいしはらはしうら

　　６０１-８３８９・京都府京都市南区吉祥院石原橋上・きつしよういんいしはらはしかみ

　　６０１-８３６１・京都府京都市南区吉祥院石原東之口・きつしよういんいしはらひがしのくち

　　６０１-８３６５・京都府京都市南区吉祥院石原開町・きつしよういんいしはらひらきまち

　　６０１-８３６４・京都府京都市南区吉祥院石原南町・きつしよういんいしはらみなみちよう

　　６０１-８３８５・京都府京都市南区吉祥院石原葭縁・きつしよういんいしはらよしべり

　　６０１-８３８６・京都府京都市南区吉祥院石原割畑・きつしよういんいしはらわりはた

　　６０１-８３７４・京都府京都市南区吉祥院嶋笠井町・きつしよういんしまかさいちよう

　　６０１-８３７１・京都府京都市南区吉祥院嶋樫山町・きつしよういんしまかたぎやまちよう

　　６０１-８３７９・京都府京都市南区吉祥院嶋川原田町・きつしよういんしまかわらだちよう

　　６０１-８３７２・京都府京都市南区吉祥院嶋高町・きつしよういんしまたかまち

　　６０１-８３７８・京都府京都市南区吉祥院嶋堤外・きつしよういんしまつつみそと

　　６０１-８３７３・京都府京都市南区吉祥院嶋出在家町・きつしよういんしまでざいけちよう

　　６０１-８３７７・京都府京都市南区吉祥院嶋堂ノ裏・きつしよういんしまどうのうら

　　６０１-８３７６・京都府京都市南区吉祥院嶋中ノ島・きつしよういんしまなかのしま

　　６０１-８３７５・京都府京都市南区吉祥院嶋西浦・きつしよういんしまにしうら

　　６０１-８３６３・京都府京都市南区吉祥院嶋野間詰町・きつしよういんしまのまつﾞめちよう

　　６０１-８３９７・京都府京都市南区吉祥院新田壱ノ段町・きつしよういんしんでんいちのだんちよう

　　６０１-８３９８・京都府京都市南区吉祥院新田参ノ段町・きつしよういんしんでんさんのだんちよう

　　６０１-８３８０・京都府京都市南区吉祥院新田下ノ向町・きつしよういんしんでんしものむかいちよ

う

　　６０１-８３１７・京都府京都市南区吉祥院新田弐ノ段町・きつしよういんしんでんにのだんちよう



　　６０１-８３９４・京都府京都市南区吉祥院中河原里北町・きつしよういんなかがわらさときたちよう

　　６０１-８３９３・京都府京都市南区吉祥院中河原里西町・きつしよういんなかがわらさとにしちよう

　　６０１-８３９６・京都府京都市南区吉祥院中河原里南町・きつしよういんなかがわらさとみなみちよ

う

　　６０１-８３９５・京都府京都市南区吉祥院中河原西屋敷町・きつしよういんなかがわらにしやしきち

よう

　　６０１-８３１０・京都府京都市南区吉祥院西ノ庄猪之馬場町・きつしよういんにしのしよういのはﾞ

はﾞちよう

　　６０１-８３０１・京都府京都市南区吉祥院西ノ庄西浦町・きつしよういんにしのしようにしうらちよ

う

　　６０１-８３０３・京都府京都市南区吉祥院西ノ庄西中町・きつしよういんにしのしようにしなかちよ

う

　　６０１-８３１１・京都府京都市南区吉祥院西ノ庄東屋敷町・きつしよういんにしのしようひがしやし

きちよう

　　６０１-８３０２・京都府京都市南区吉祥院西ノ庄淵ノ西町,5・きつしよういんにしのしようふちのに

しちよう

　　６０１-８３０９・京都府京都市南区吉祥院西ノ庄向田町・きつしよういんにしのしようむかいだちよ

う

　　６０１-８３１２・京都府京都市南区吉祥院西ノ庄門口町・きつしよういんにしのしようもんぐちちよ

う

　　６０１-８４７３・京都府京都市南区九条町・くじようちよう

　　６０１-８２０２・京都府京都市南区久世大築町・くぜおおつきちよう

　　６０１-８２０６・京都府京都市南区久世大薮町・くぜおおやぶちよう

　　６０１-８２１２・京都府京都市南区久世上久世町・くぜかみくぜちよう

　　６０１-８２０１・京都府京都市南区久世川原町・くぜかわはらちよう

　　６０１-８２１１・京都府京都市南区久世高田町・くぜたかだちよう

　　６０１-８２０３・京都府京都市南区久世築山町・くぜつきやまちよう

　　６０１-８２０５・京都府京都市南区久世殿城町・くぜとのしろちよう

　　６０１-８２１３・京都府京都市南区久世中久世町・くぜなかくぜちよう

　　６０１-８２０７・京都府京都市南区久世中久町・くぜなかひさちよう

　　６０１-８２０４・京都府京都市南区久世東土川町・くぜひがしつちかわちよう

　　６０１-８４０１・京都府京都市南区塩屋町・しおやちよう

　　６０１-８４０２・京都府京都市南区大黒町・だいこくちよう

　　６０１-８４７８・京都府京都市南区東寺町・とうじちよう

　　６０１-８４２８・京都府京都市南区東寺東門前町・とうじひがしもんぜんちよう

　　６０１-８４１６・京都府京都市南区西九条池ノ内町・にしくじよういけのうちちよう

　　６０１-８４２６・京都府京都市南区西九条猪熊町・にしくじよういのくまちよう

　　６０１-８４１２・京都府京都市南区西九条院町・にしくじよういんまち

　　６０１-８４４９・京都府京都市南区西九条大国町・にしくじようおおくにちよう

　　６０１-８４３９・京都府京都市南区西九条開ケ町・にしくじようかいがちよう

　　６０１-８４０５・京都府京都市南区西九条戒光寺町・にしくじようかいこうじちよう

　　６０１-８４１３・京都府京都市南区西九条春日町・にしくじようかすがちよう

　　６０１-８４４７・京都府京都市南区西九条唐戸町・にしくじようからとちよう

　　６０１-８４２３・京都府京都市南区西九条唐橋町・にしくじようからはしちよう

　　６０１-８４２４・京都府京都市南区西九条川原城町・にしくじようかわらじようちよう

　　６０１-８４１１・京都府京都市南区西九条北ノ内町・にしくじようきたのうちちよう

　　６０１-８４４２・京都府京都市南区西九条御幸田町・にしくじようごこうでんちよう

　　６０１-８４０４・京都府京都市南区西九条小寺町・にしくじようこでらちよう

　　６０１-８４１４・京都府京都市南区西九条蔵王町・にしくじようざおうちよう

　　６０１-８４３１・京都府京都市南区西九条島町・にしくじようしままち

　　６０１-８４４５・京都府京都市南区西九条菅田町・にしくじようすがたちよう

　　６０１-８４４６・京都府京都市南区西九条高畠町・にしくじようたかはたちよう

　　６０１-８４０７・京都府京都市南区西九条寺ノ前町・にしくじようてらのまえちよう

　　６０１-８４４８・京都府京都市南区西九条豊田町・にしくじようとよだちよう

　　６０１-８４１７・京都府京都市南区西九条鳥居口町・にしくじようとりいぐちちよう

　　６０１-８４４１・京都府京都市南区西九条南田町・にしくじようなんでんちよう

　　６０１-８４１５・京都府京都市南区西九条西蔵王町・にしくじようにしざおうちよう

　　６０１-８４３６・京都府京都市南区西九条西柳ノ内町・にしくじようにしやなぎのうちちよう

　　６０１-８４２２・京都府京都市南区西九条針小路町・にしくじようはりこうじちよう

　　６０１-８４３７・京都府京都市南区西九条比永城町・にしくじようひえいじようちよう

　　６０１-８４４３・京都府京都市南区西九条東御幸田町・にしくじようひがしごこうでんちよう

　　６０１-８４３２・京都府京都市南区西九条東島町・にしくじようひがししままち

　　６０１-８４３８・京都府京都市南区西九条東比永城町・にしくじようひがしひえいじようちよう

　　６０１-８４３３・京都府京都市南区西九条東柳ノ内町・にしくじようひがしやなぎのうちちよう

　　６０１-８４２１・京都府京都市南区西九条藤ノ木町・にしくじようふじのきちよう

　　６０１-８４３４・京都府京都市南区西九条仏現寺町・にしくじようぶつげんじちよう

　　６０１-８４２５・京都府京都市南区西九条南小路町・にしくじようみなみこうじちよう

　　６０１-８４４４・京都府京都市南区西九条森本町・にしくじようもりもとちよう

　　６０１-８４３５・京都府京都市南区西九条柳ノ内町・にしくじようやなぎのうちちよう

　　６０１-８４２７・京都府京都市南区西九条横町・にしくじようよこまち



　　６０１-８４７５・京都府京都市南区八条内田町・はちじよううちだちよう

　　６０１-８４７６・京都府京都市南区八条寺内町・はちじようてらのうちちよう

　　６０１-８４７２・京都府京都市南区八条坊門町・はちじようほﾞうもんちよう

　　６０１-８４７７・京都府京都市南区八条源町・はちじようみなもとちよう

　　６０１-８４７１・京都府京都市南区八条町・はちじようちよう

　　６０１-８０４４・京都府京都市南区東九条明田町・ひがしくじようあけたちよう

　　６０１-８０３２・京都府京都市南区東九条石田町・ひがしくじよういしだちよう

　　６０１-８０２１・京都府京都市南区東九条宇賀辺町・ひがしくじよううかべちよう

　　６０１-８０１５・京都府京都市南区東九条上御霊町・ひがしくじようかみごりようちよう

　　６０１-８００２・京都府京都市南区東九条上殿田町・ひがしくじようかみとのだちよう

　　６０１-８０１６・京都府京都市南区東九条烏丸町・ひがしくじようからすまちよう

　　６０１-８０１４・京都府京都市南区東九条河西町・ひがしくじようかわにしちよう

　　６０１-８０３１・京都府京都市南区東九条河辺町・ひがしくじようかわべちよう

　　６０１-８０１７・京都府京都市南区東九条北烏丸町・ひがしくじようきたからすまちよう

　　６０１-８００７・京都府京都市南区東九条北河原町・ひがしくじようきたかわらまち

　　６０１-８０２２・京都府京都市南区東九条北松ノ木町・ひがしくじようきたまつのきちよう

　　６０１-８０４７・京都府京都市南区東九条下殿田町・ひがしくじようしもとのだちよう

　　６０１-８０２７・京都府京都市南区東九条中御霊町・ひがしくじようなかごりようちよう

　　６０１-８０４８・京都府京都市南区東九条中殿田町・ひがしくじようなかとのだちよう

　　６０１-８０２６・京都府京都市南区東九条中札辻町・ひがしくじようなかふだのつじちよう

　　６０１-８０４５・京都府京都市南区東九条西明田町・ひがしくじようにしあけたちよう

　　６０１-８００５・京都府京都市南区東九条西岩本町・ひがしくじようにしいわもとちよう

　　６０１-８０３７・京都府京都市南区東九条西河辺町・ひがしくじようにしかわべちよう

　　６０１-８０４２・京都府京都市南区東九条西御霊町・ひがしくじようにしごりようちよう

　　６０１-８００３・京都府京都市南区東九条西山王町・ひがしくじようにしさんのうちよう

　　６０１-８０４３・京都府京都市南区東九条西札辻町・ひがしくじようにしふだのつじちよう

　　６０１-８０４６・京都府京都市南区東九条西山町・ひがしくじようにしやまちよう

　　６０１-８００６・京都府京都市南区東九条東岩本町・ひがしくじようひがしいわもとちよう

　　６０１-８０２８・京都府京都市南区東九条東御霊町・ひがしくじようひがしごりようちよう

　　６０１-８００４・京都府京都市南区東九条東山王町・ひがしくじようひがしさんのうちよう

　　６０１-８０２４・京都府京都市南区東九条東札辻町・ひがしくじようひがしふだのつじちよう

　　６０１-８０２９・京都府京都市南区東九条東松ノ木町・ひがしくじようひがしまつのきちよう

　　６０１-８０３６・京都府京都市南区東九条松田町・ひがしくじようまつだちよう

　　６０１-８０３３・京都府京都市南区東九条南石田町・ひがしくじようみなみいしだちよう

　　６０１-８０１２・京都府京都市南区東九条南岩本町・ひがしくじようみなみいわもとちよう

　　６０１-８０４１・京都府京都市南区東九条南烏丸町・ひがしくじようみなみからすまちよう

　　６０１-８０３４・京都府京都市南区東九条南河辺町・ひがしくじようみなみかわべちよう

　　６０１-８０１３・京都府京都市南区東九条南河原町・ひがしくじようみなみかわらまち

　　６０１-８０１１・京都府京都市南区東九条南山王町・ひがしくじようみなみさんのうちよう

　　６０１-８０３５・京都府京都市南区東九条南松田町・ひがしくじようみなみまつだちよう

　　６０１-８０２３・京都府京都市南区東九条南松ノ木町・ひがしくじようみなみまつのきちよう

　　６０１-８００１・京都府京都市南区東九条室町・ひがしくじようむろまち

　　６０１-８０２５・京都府京都市南区東九条柳下町・ひがしくじようやなぎのしたちよう

　　６０１-８４０３・京都府京都市南区古御旅町・ふるおたびちよう

　　６０１-８４７４・京都府京都市南区四ツ塚町・よつつﾞかちよう

　　６１６-００００・京都府京都市右京区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６１６-８１７１・京都府京都市右京区太秦青木ケ原町・うずまさあおきがはらちよう

　　６１６-８１７２・京都府京都市右京区太秦青木元町・うずまさあおきもとちよう

　　６１６-８１３６・京都府京都市右京区太秦荒木町・うずまさあらきちよう

　　６１６-８１６６・京都府京都市右京区太秦石垣町・うずまさいしがきちよう

　　６１６-８１０１・京都府京都市右京区太秦和泉式部町・うずまさいずみしきぶちよう

　　６１６-８１０７・京都府京都市右京区太秦一ノ井町・うずまさいちのいちよう

　　６１６-８１７５・京都府京都市右京区太秦一町芝町・うずまさいつちようしはﾞちよう

　　６１６-８１２２・京都府京都市右京区太秦井戸ケ尻町・うずまさいどがじりちよう

　　６１６-８１７６・京都府京都市右京区太秦乾町・うずまさいぬいちよう

　　６１６-８１７７・京都府京都市右京区太秦馬塚町・うずまさうまつﾞかちよう

　　６１６-８１２７・京都府京都市右京区太秦奥殿町・うずまさおくどのちよう

　　６１６-８１５３・京都府京都市右京区太秦面影町・うずまさおもかげちよう

　　６１６-８１２３・京都府京都市右京区太秦海正寺町・うずまさかいしようじちよう

　　６１６-８１８５・京都府京都市右京区太秦開日町・うずまさかいにちちよう

　　６１６-８１２１・京都府京都市右京区太秦垣内町・うずまさかきうちちよう

　　６１６-８１５１・京都府京都市右京区太秦帷子ケ辻町・うずまさかたびらのつじちよう

　　６１６-８１６５・京都府京都市右京区太秦桂ケ原町・うずまさかつらがはらちよう

　　６１６-８１６４・京都府京都市右京区太秦桂木町・うずまさかつらぎちよう

　　６１６-８１０３・京都府京都市右京区太秦上刑部町・うずまさかみけいぶちよう

　　６１６-８１７３・京都府京都市右京区太秦上ノ段町・うずまさかみのだんちよう

　　６１６-８１３４・京都府京都市右京区太秦唐渡町・うずまさからとちよう

　　６１６-８１４３・京都府京都市右京区太秦川所町・うずまさかわどころちよう

　　６１６-８１８２・京都府京都市右京区太秦北路町・うずまさきたろちよう

　　６１６-８１１２・京都府京都市右京区太秦木ノ下町・うずまさきのしたちよう



　　６１６-８１８１・京都府京都市右京区太秦京ノ道町・うずまさきようのみちちよう

　　６１６-８１２５・京都府京都市右京区太秦組石町・うずまさくみいしちよう

　　６１６-８１５７・京都府京都市右京区太秦御所ノ内町・うずまさごしよのうちちよう

　　６１６-８１３５・京都府京都市右京区太秦小手角町・うずまさこてすみちよう

　　６１６-８１８７・京都府京都市右京区太秦御領田町・うずまさごりようでんちよう

　　６１６-８１９２・京都府京都市右京区太秦三尾町・うずまささんびちよう

　　６１６-８１１１・京都府京都市右京区太秦下角田町・うずまさしもかくだちよう

　　６１６-８１０４・京都府京都市右京区太秦下刑部町・うずまさしもけいぶちよう

　　６１６-８１２６・京都府京都市右京区太秦椙ケ本町・うずまさすがもとちよう

　　６１６-８１３７・京都府京都市右京区太秦朱雀町・うずまさすじやくちよう

　　６１６-８１３２・京都府京都市右京区太秦滝ケ花町・うずまさたきがはなちよう

　　６１６-８１１４・京都府京都市右京区太秦巽町・うずまさたつみちよう

　　６１６-８１４１・京都府京都市右京区太秦棚森町・うずまさたなもりちよう

　　６１６-８１６７・京都府京都市右京区太秦多薮町・うずまさたやぶちよう

　　６１６-８１７４・京都府京都市右京区太秦垂箕山町・うずまさたるみやまちよう

　　６１６-８１２４・京都府京都市右京区太秦辻ケ本町・うずまさつじがもとちよう

　　６１６-８１４７・京都府京都市右京区太秦土本町・うずまさつちもとちよう

　　６１６-８１８４・京都府京都市右京区太秦中筋町・うずまさなかすじちよう

　　６１６-８１３３・京都府京都市右京区太秦中堤町・うずまさなかつつみちよう

　　６１６-８１９１・京都府京都市右京区太秦中山町・うずまさなかやまちよう

　　６１６-８１５６・京都府京都市右京区太秦西野町・うずまさにしのちよう

　　６１６-８１６３・京都府京都市右京区太秦西蜂岡町・うずまさにしはちおかちよう

　　６１６-８１１３・京都府京都市右京区太秦野元町・うずまさのもとちよう

　　６１６-８１５５・京都府京都市右京区太秦袴田町・うずまさはかまだちよう

　　６１６-８１６２・京都府京都市右京区太秦蜂岡町・うずまさはちおかちよう

　　６１６-８１４５・京都府京都市右京区太秦八反田町・うずまさはつたんだちよう

　　６１６-８１１５・京都府京都市右京区太秦東唐渡町・うずまさひがしからとちよう

　　６１６-８１６１・京都府京都市右京区太秦東蜂岡町・うずまさひがしはちおかちよう

　　６１６-８１４２・京都府京都市右京区太秦樋ノ内町・うずまさひのうちちよう

　　６１６-８１３１・京都府京都市右京区太秦藤ケ森町・うずまさふじがもりちよう

　　６１６-８１８６・京都府京都市右京区太秦堀池町・うずまさほりいけちよう

　　６１６-８１５２・京都府京都市右京区太秦堀ケ内町・うずまさほりがうちちよう

　　６１６-８１４６・京都府京都市右京区太秦前ノ田町・うずまさまえのだちよう

　　６１６-８１１６・京都府京都市右京区太秦松本町・うずまさまつもとちよう

　　６１６-８１５４・京都府京都市右京区太秦皆正寺町・うずまさみなせいじちよう

　　６１６-８１８３・京都府京都市右京区太秦宮ノ前町・うずまさみやのまえちよう

　　６１６-８１０６・京都府京都市右京区太秦森ケ西町・うずまさもりがにしちよう

　　６１６-８１０２・京都府京都市右京区太秦森ケ東町・うずまさもりがひがしちよう

　　６１６-８１０５・京都府京都市右京区太秦森ケ前町・うずまさもりがまえちよう

　　６１６-８１１７・京都府京都市右京区太秦門田町・うずまさもんだちよう

　　６１６-８１４４・京都府京都市右京区太秦百合ケ本町・うずまさゆりがもとちよう

　　６１６-８０８１・京都府京都市右京区太秦安井池田町・うずまさやすいいけだちよう

　　６１６-８０８４・京都府京都市右京区太秦安井一町田町・うずまさやすいいつちようでんちよう

　　６１６-８０７７・京都府京都市右京区太秦安井馬塚町・うずまさやすいうまつﾞかちよう

　　６１６-８０８２・京都府京都市右京区太秦安井奥畑町・うずまさやすいおくはたちよう

　　６１６-８０６２・京都府京都市右京区太秦安井春日町・うずまさやすいかすがちよう

　　６１６-８０６４・京都府京都市右京区太秦安井北御所町・うずまさやすいきたごしよちよう

　　６１６-８０６６・京都府京都市右京区太秦安井車道町・うずまさやすいくるまみちちよう

　　６１６-８０６７・京都府京都市右京区太秦安井小山町・うずまさやすいこやまちよう

　　６１６-８０７２・京都府京都市右京区太秦安井辰巳町・うずまさやすいたつみちよう

　　６１６-８０７６・京都府京都市右京区太秦安井辻ノ内町・うずまさやすいつじのうちちよう

　　６１６-８０６５・京都府京都市右京区太秦安井西裏町・うずまさやすいにしうらちよう

　　６１６-８０８３・京都府京都市右京区太秦安井西沢町・うずまさやすいにしざわちよう

　　６１６-８０７４・京都府京都市右京区太秦安井二条裏町・うずまさやすいにじよううらちよう

　　６１６-８０６３・京都府京都市右京区太秦安井東裏町・うずまさやすいひがしうらちよう

　　６１６-８０７１・京都府京都市右京区太秦安井藤ノ木町・うずまさやすいふじのきちよう

　　６１６-８０８５・京都府京都市右京区太秦安井松本町・うずまさやすいまつもとちよう

　　６１６-８０７３・京都府京都市右京区太秦安井水戸田町・うずまさやすいみとでんちよう

　　６１６-８０７５・京都府京都市右京区太秦安井柳通町・うずまさやすいやなぎどおりちよう

　　６１６-８２０４・京都府京都市右京区宇多野御池町・うたのおいけちよう

　　６１６-８２０５・京都府京都市右京区宇多野御屋敷町・うたのおやしきちよう

　　６１６-８２５２・京都府京都市右京区宇多野上ノ谷町・うたのかみのたにちよう

　　６１６-８２０１・京都府京都市右京区宇多野北ノ院町・うたのきたのいんちよう

　　６１６-８２０３・京都府京都市右京区宇多野柴橋町・うたのしはﾞはしちよう

　　６１６-８２０９・京都府京都市右京区宇多野芝町・うたのしはﾞまち

　　６１６-８２０７・京都府京都市右京区宇多野長尾町・うたのながおちよう

　　６１６-８２０２・京都府京都市右京区宇多野馬場町・うたのはﾞはﾞちよう

　　６１６-８２０８・京都府京都市右京区宇多野福王子町・うたのふくおうじちよう

　　６１６-８２０６・京都府京都市右京区宇多野法安寺町・うたのほうあんじちよう

　　６１６-８２７２・京都府京都市右京区梅ケ畑猪ノ尻町・うめがはたいのしりちよう



　　６１６-８２８２・京都府京都市右京区梅ケ畑上砥町・うめがはたうえとちよう

　　６１６-８２７４・京都府京都市右京区梅ケ畑上ノ町・うめがはたうえのちよう

　　６１６-８２８３・京都府京都市右京区梅ケ畑奥殿町・うめがはたおくとのちよう

　　６１６-８２７５・京都府京都市右京区梅ケ畑篝町・うめがはたかがりちよう

　　６１６-８２９７・京都府京都市右京区梅ケ畑亀石町・うめがはたかめいしちよう

　　６１６-８２９６・京都府京都市右京区梅ケ畑川西町・うめがはたかわにしちよう

　　６１６-８２８１・京都府京都市右京区梅ケ畑久保谷町・うめがはたくほﾞたにちよう

　　６１６-８２８６・京都府京都市右京区梅ケ畑御所ノ口町・うめがはたごしよのぐちちよう

　　６１６-８２８８・京都府京都市右京区梅ケ畑笹江辺町・うめがはたささえべちよう

　　６１６-８２７６・京都府京都市右京区梅ケ畑清水町・うめがはたしみずちよう

　　６１６-８２７８・京都府京都市右京区梅ケ畑菖蒲谷・うめがはたしようぶたに

　　６１６-８２９２・京都府京都市右京区梅ケ畑高雄町・うめがはたたかおちよう

　　６１６-８２６１・京都府京都市右京区梅ケ畑高鼻町・うめがはたたかはなちよう

　　６１６-８２９５・京都府京都市右京区梅ケ畑栂尾町・うめがはたとがのおちよう

　　６１６-８２９３・京都府京都市右京区梅ケ畑殿畑町・うめがはたとのはたちよう

　　６１６-８２８７・京都府京都市右京区梅ケ畑中嶋町・うめがはたなかじまちよう

　　６１６-８２６６・京都府京都市右京区梅ケ畑中田町・うめがはたなかたちよう

　　６１６-８２７３・京都府京都市右京区梅ケ畑中縄手町・うめがはたなかなわてちよう

　　６１６-８２８９・京都府京都市右京区梅ケ畑西ノ畑町・うめがはたにしのはたまち

　　６１６-８２６３・京都府京都市右京区梅ケ畑畑ノ下町・うめがはたはたのしたちよう

　　６１６-８２６５・京都府京都市右京区梅ケ畑畑町・うめがはたはたまち

　　６１６-８２９４・京都府京都市右京区梅ケ畑引地町・うめがはたひきじちよう

　　６１６-８２８５・京都府京都市右京区梅ケ畑檜社町・うめがはたひのきやしろちよう

　　６１６-８２７７・京都府京都市右京区梅ケ畑広芝町・うめがはたひろしはﾞちよう

　　６１６-８２６８・京都府京都市右京区梅ケ畑古田町・うめがはたふるたちよう

　　６１６-８２９１・京都府京都市右京区梅ケ畑槇尾町・うめがはたまきのおちよう

　　６１６-８２８４・京都府京都市右京区梅ケ畑御経坂町・うめがはたみきようさかちよう

　　６１６-８２７１・京都府京都市右京区梅ケ畑宮ノ口町・うめがはたみやのくちちよう

　　６１６-８２６２・京都府京都市右京区梅ケ畑向ノ地町・うめがはたむこうのちちよう

　　６１６-８２６４・京都府京都市右京区梅ケ畑薮ノ下町・うめがはたやぶのしたちよう

　　６１６-８２６７・京都府京都市右京区梅ケ畑山崎町・うめがはたやまさきちよう

　　６１５-０９０５・京都府京都市右京区梅津石灘町・うめつﾞいしなだちよう

　　６１５-０９３２・京都府京都市右京区梅津上田町・うめつﾞうえだちよう

　　６１５-０９２５・京都府京都市右京区梅津大縄場町・うめつﾞおおなわはﾞちよう

　　６１５-０９１２・京都府京都市右京区梅津構口町・うめつﾞかまえぐちちよう

　　６１５-０９０２・京都府京都市右京区梅津神田町・うめつﾞかんだちよう

　　６１５-０９３４・京都府京都市右京区梅津北浦町・うめつﾞきたうらちよう

　　６１５-０９３７・京都府京都市右京区梅津北川町・うめつﾞきたがわちよう

　　６１５-０９１１・京都府京都市右京区梅津北町・うめつﾞきたまち

　　６１５-０９３３・京都府京都市右京区梅津後藤町・うめつﾞごとうちよう

　　６１５-０９３８・京都府京都市右京区梅津坂本町・うめつﾞさかもとちよう

　　６１５-０９２４・京都府京都市右京区梅津尻溝町・うめつﾞしりみぞちよう

　　６１５-０９０６・京都府京都市右京区梅津高畝町・うめつﾞたかぜちよう

　　６１５-０９０７・京都府京都市右京区梅津段町・うめつﾞだんまち

　　６１５-０９０４・京都府京都市右京区梅津堤上町・うめつﾞつつみかみちよう

　　６１５-０９０３・京都府京都市右京区梅津堤下町・うめつﾞつつみしたちよう

　　６１５-０９３５・京都府京都市右京区梅津徳丸町・うめつﾞとくまるちよう

　　６１５-０９２３・京都府京都市右京区梅津中倉町・うめつﾞなかくらちよう

　　６１５-０９１６・京都府京都市右京区梅津中村町・うめつﾞなかむらちよう

　　６１５-０９１７・京都府京都市右京区梅津西浦町・うめつﾞにしうらちよう

　　６１５-０９３６・京都府京都市右京区梅津林口町・うめつﾞはやしくちちよう

　　６１５-０９１４・京都府京都市右京区梅津東構口町・うめつﾞひがしかまえぐちちよう

　　６１５-０９３１・京都府京都市右京区梅津開キ町・うめつﾞひらきちよう

　　６１５-０９２１・京都府京都市右京区梅津フケノ川町・うめつﾞふけのかわちよう

　　６１５-０９２６・京都府京都市右京区梅津罧原町・うめつﾞふしはらちよう

　　６１５-０９２２・京都府京都市右京区梅津前田町・うめつﾞまえだちよう

　　６１５-０９１３・京都府京都市右京区梅津南上田町・うめつﾞみなみうえだちよう

　　６１５-０９０１・京都府京都市右京区梅津南広町・うめつﾞみなみひろちよう

　　６１５-０９１５・京都府京都市右京区梅津南町・うめつﾞみなみまち

　　６１６-８０９２・京都府京都市右京区御室大内・おむろおおうち

　　６１６-８０９６・京都府京都市右京区御室岡ノ裾町・おむろおかのすそちよう

　　６１６-８０９４・京都府京都市右京区御室小松野町・おむろこまつのちよう

　　６１６-８０９５・京都府京都市右京区御室芝橋町・おむろしはﾞはしちよう

　　６１６-８０９１・京都府京都市右京区御室住吉山町・おむろすみよしやまちよう

　　６１６-８０９３・京都府京都市右京区御室竪町・おむろたてまち

　　６１６-８０９７・京都府京都市右京区御室双岡町・おむろならびがおかちよう

　　６１６-８２４５・京都府京都市右京区音戸山山ノ茶屋町・おんどやまやまのちややちよう

　　６１６-８４０７・京都府京都市右京区北嵯峨赤坂町・きたさがあかさかちよう

　　６１６-８４４１・京都府京都市右京区北嵯峨北ノ段町・きたさがきたのだんちよう

　　６１６-８４４２・京都府京都市右京区北嵯峨気比社町・きたさがきびしやちよう



　　６１６-８４０６・京都府京都市右京区北嵯峨山王町・きたさがさんおうちよう

　　６１６-８４０１・京都府京都市右京区北嵯峨長刀坂町・きたさがなぎなたざかちよう

　　６１６-８４０５・京都府京都市右京区北嵯峨名古曽町・きたさがなこそちよう

　　６１６-８４０４・京都府京都市右京区北嵯峨八丈町・きたさがはちじようちよう

　　６１６-８４０３・京都府京都市右京区北嵯峨洞ノ内町・きたさがほらのうちちよう

　　６１６-８４０２・京都府京都市右京区北嵯峨六代芝町・きたさがろくだいしはﾞちよう

　　６０１-０５４１・京都府京都市右京区京北赤石町・けいほくあかいしちよう

　　６０１-０２７３・京都府京都市右京区京北明石町・けいほくあけしちよう

　　６０１-０２７４・京都府京都市右京区京北浅江町・けいほくあざえちよう

　　６０１-０５３５・京都府京都市右京区京北井崎町・けいほくいざきちよう

　　６０１-０３１３・京都府京都市右京区京北井戸町・けいほくいどちよう

　　６０１-０２７５・京都府京都市右京区京北宇野町・けいほくうのちよう

　　６０１-０２７７・京都府京都市右京区京北漆谷町・けいほくうるしたにちよう

　　６０１-０３１４・京都府京都市右京区京北大野町・けいほくおおのちよう

　　６０１-０３１１・京都府京都市右京区京北小塩町・けいほくおしおちよう

　　６０１-０２６１・京都府京都市右京区京北柏原町・けいほくかしわらちよう

　　６０１-０４０１・京都府京都市右京区京北片波町・けいほくかたなみちよう

　　６０１-０４０２・京都府京都市右京区京北上黒田町・けいほくかみくろだちよう

　　６０１-０５３２・京都府京都市右京区京北上中町・けいほくかみなかちよう

　　６０１-０５３１・京都府京都市右京区京北上弓削町・けいほくかみゆげちよう

　　６０１-０２７１・京都府京都市右京区京北熊田町・けいほくくまたちよう

　　６０１-０２５２・京都府京都市右京区京北五本松町・けいほくごほんまつちよう

　　６０１-０５３６・京都府京都市右京区京北塩田町・けいほくしおたちよう

　　６０１-０５４３・京都府京都市右京区京北室谷町・けいほくしつたんちよう

　　６０１-０２６６・京都府京都市右京区京北下宇津町・けいほくしもうつちよう

　　６０１-０２７２・京都府京都市右京区京北下熊田町・けいほくしもくまたちよう

　　６０１-０４０５・京都府京都市右京区京北下黒田町・けいほくしもくろだちよう

　　６０１-０３２４・京都府京都市右京区京北下町・けいほくしもちよう

　　６０１-０５３３・京都府京都市右京区京北下中町・けいほくしもなかちよう

　　６０１-０５３４・京都府京都市右京区京北下弓削町・けいほくしもゆげちよう

　　６０１-０２５１・京都府京都市右京区京北周山町・けいほくしゆうざんちよう

　　６０１-０４０４・京都府京都市右京区京北芹生町・けいほくせりようちよう

　　６０１-０５４２・京都府京都市右京区京北田貫町・けいほくたぬきちよう

　　６０１-０２６５・京都府京都市右京区京北中地町・けいほくちゆうじちよう

　　６０１-０３２２・京都府京都市右京区京北辻町・けいほくつじちよう

　　６０１-０３２１・京都府京都市右京区京北塔町・けいほくとうちよう

　　６０１-０２６４・京都府京都市右京区京北栃本町・けいほくとちもとちよう

　　６０１-０３２３・京都府京都市右京区京北鳥居町・けいほくとりいちよう

　　６０１-０３１５・京都府京都市右京区京北中江町・けいほくなかえちよう

　　６０１-０２７６・京都府京都市右京区京北西町・けいほくにしちよう

　　６０１-０４０３・京都府京都市右京区京北灰屋町・けいほくはいやちよう

　　６０１-０３１２・京都府京都市右京区京北初川町・けいほくはつかわちよう

　　６０１-０３１６・京都府京都市右京区京北比賀江町・けいほくひがえちよう

　　６０１-０２６２・京都府京都市右京区京北細野町・けいほくほそのちよう

　　６０１-０４０６・京都府京都市右京区京北宮町・けいほくみやちよう

　　６０１-０２７８・京都府京都市右京区京北矢代中町・けいほくやしろなかちよう

　　６０１-０２６３・京都府京都市右京区京北弓槻町・けいほくゆつﾞきちよう

　　６１５-００６１・京都府京都市右京区西院乾町・さいいんいぬいちよう

　　６１５-００３５・京都府京都市右京区西院追分町・さいいんおいわけちよう

　　６１５-００３６・京都府京都市右京区西院太田町・さいいんおおたちよう

　　６１５-００５８・京都府京都市右京区西院笠目町・さいいんかさめちよう

　　６１５-００１５・京都府京都市右京区西院春日町・さいいんかすがちよう

　　６１５-０００６・京都府京都市右京区西院金槌町・さいいんかなつﾞちちよう

　　６１５-０００１・京都府京都市右京区西院上今田町・さいいんかみいまだちよう

　　６１５-０００７・京都府京都市右京区西院上花田町・さいいんかみはなだちよう

　　６１５-００６３・京都府京都市右京区西院北井御料町・さいいんきたいごりようちよう

　　６１５-００２６・京都府京都市右京区西院北矢掛町・さいいんきたやかけちよう

　　６１５-００６４・京都府京都市右京区西院久田町・さいいんくでんちよう

　　６１５-００５３・京都府京都市右京区西院久保田町・さいいんくほﾞたちよう

　　６１５-００１２・京都府京都市右京区西院高山寺町・さいいんこうざんじちよう

　　６１５-００６７・京都府京都市右京区西院小米町・さいいんこごめちよう

　　６１５-００３３・京都府京都市右京区西院寿町・さいいんことぶきちよう

　　６１５-００２１・京都府京都市右京区西院三蔵町・さいいんさんぞうちよう

　　６１５-００６６・京都府京都市右京区西院四条畑町・さいいんしじようはﾞたちよう

　　６１５-００５２・京都府京都市右京区西院清水町・さいいんしみずちよう

　　６１５-０００４・京都府京都市右京区西院下花田町・さいいんしもはなだちよう

　　６１５-０００５・京都府京都市右京区西院春栄町・さいいんしゆんえいちよう

　　６１５-００３１・京都府京都市右京区西院高田町・さいいんたかだちよう

　　６１５-００１４・京都府京都市右京区西院巽町・さいいんたつみちよう

　　６１５-００５４・京都府京都市右京区西院月双町・さいいんつきそうちよう



　　６１５-００４３・京都府京都市右京区西院中水町・さいいんなかみずちよう

　　６１５-０００３・京都府京都市右京区西院西今田町・さいいんにしいまだちよう

　　６１５-００５６・京都府京都市右京区西院西貝川町・さいいんにしかいがわちよう

　　６１５-００３４・京都府京都市右京区西院西寿町・さいいんにしことぶきちよう

　　６１５-００２７・京都府京都市右京区西院西三蔵町・さいいんにしさんぞうちよう

　　６１５-００１６・京都府京都市右京区西院西淳和院町・さいいんにしじゆんないんちよう

　　６１５-００３２・京都府京都市右京区西院西高田町・さいいんにしたかだちよう

　　６１５-００５５・京都府京都市右京区西院西田町・さいいんにしだちよう

　　６１５-００４４・京都府京都市右京区西院西中水町・さいいんにしなかみずちよう

　　６１５-００２３・京都府京都市右京区西院西平町・さいいんにしひらまち

　　６１５-００４６・京都府京都市右京区西院西溝崎町・さいいんにしみぞさきちよう

　　６１５-００２５・京都府京都市右京区西院西矢掛町・さいいんにしやかけちよう

　　６１５-０００２・京都府京都市右京区西院東今田町・さいいんひがしいまだちよう

　　６１５-００５７・京都府京都市右京区西院東貝川町・さいいんひがしかいがわちよう

　　６１５-００１１・京都府京都市右京区西院東淳和院町・さいいんひがしじゆんないんちよう

　　６１５-００４２・京都府京都市右京区西院東中水町・さいいんひがしなかみずちよう

　　６１５-００６２・京都府京都市右京区西院坤町・さいいんひつじさるちよう

　　６１５-００６５・京都府京都市右京区西院日照町・さいいんひでりちよう

　　６１５-００２２・京都府京都市右京区西院平町・さいいんひらまち

　　６１５-００１３・京都府京都市右京区西院松井町・さいいんまついちよう

　　６１５-００４５・京都府京都市右京区西院溝崎町・さいいんみぞさきちよう

　　６１５-００３７・京都府京都市右京区西院南井御料町・さいいんみなみいごりようちよう

　　６１５-００４８・京都府京都市右京区西院南寿町・さいいんみなみことぶきちよう

　　６１５-００４１・京都府京都市右京区西院南高田町・さいいんみなみたかだちよう

　　６１５-００２４・京都府京都市右京区西院矢掛町・さいいんやかけちよう

　　６１５-００５１・京都府京都市右京区西院安塚町・さいいんやすつﾞかちよう

　　６１５-００４７・京都府京都市右京区西院六反田町・さいいんろくたんだちよう

　　６１６-８３４３・京都府京都市右京区嵯峨朝日町・さがあさひちよう

　　６１６-８４５８・京都府京都市右京区嵯峨愛宕町・さがあたごちよう

　　６１６-８３３５・京都府京都市右京区嵯峨石ケ坪町・さがいしがつほﾞちよう

　　６１６-８３６５・京都府京都市右京区嵯峨伊勢ノ上町・さがいせのかみちよう

　　６１６-８３５４・京都府京都市右京区嵯峨一本木町・さがいつほﾟんぎちよう

　　６１６-８３４４・京都府京都市右京区嵯峨梅ノ木町・さがうめのきちよう

　　６１６-８４１１・京都府京都市右京区嵯峨大沢町・さがおおさわちよう

　　６１６-８３９５・京都府京都市右京区嵯峨小倉山町・さがおぐらやまちよう

　　６１６-８３４５・京都府京都市右京区嵯峨折戸町・さがおりとちよう

　　６１６-８３４１・京都府京都市右京区嵯峨甲塚町・さがかぶとつﾞかちよう

　　６１６-８３８６・京都府京都市右京区嵯峨亀ノ尾町・さがかめのおちよう

　　６１６-８３８７・京都府京都市右京区嵯峨亀山町・さがかめやまちよう

　　６１６-８３４２・京都府京都市右京区嵯峨苅分町・さがかりわけちよう

　　６１６-８３６７・京都府京都市右京区嵯峨北堀町・さがきたほﾞりちよう

　　６１６-８４５２・京都府京都市右京区嵯峨清滝町・さがきよたきちよう

　　６１６-８３６２・京都府京都市右京区嵯峨五島町・さがごとうちよう

　　６１６-８３５５・京都府京都市右京区嵯峨新宮町・さがしんぐうちよう

　　６１６-８３５１・京都府京都市右京区嵯峨釣殿町・さがつりどのちよう

　　６１６-８３３６・京都府京都市右京区嵯峨蜻蛉尻町・さがとんほﾞじりちよう

　　６１６-８３６１・京都府京都市右京区嵯峨中通町・さがなかどおりちよう

　　６１６-８３８３・京都府京都市右京区嵯峨中之島町・さがなかのしまちよう

　　６１６-８３４７・京都府京都市右京区嵯峨中又町・さがなかまたちよう

　　６１６-８３６４・京都府京都市右京区嵯峨中山町・さがなかやまちよう

　　６１６-８３９３・京都府京都市右京区嵯峨野々宮町・さがののみやちよう

　　６１６-８３０１・京都府京都市右京区嵯峨広沢町・さがひろさわちよう

　　６１６-８３３４・京都府京都市右京区嵯峨罧原町・さがふしはらちよう

　　６１６-８３３７・京都府京都市右京区嵯峨明星町・さがみようじようちよう

　　６１６-８３６３・京都府京都市右京区嵯峨柳田町・さがやなぎだちよう

　　６１６-８３５２・京都府京都市右京区嵯峨大沢落久保町・さがおおさわおちくほﾞちよう

　　６１６-８３５３・京都府京都市右京区嵯峨大沢柳井手町・さがおおさわやなぎいでちよう

　　６１６-８３９７・京都府京都市右京区嵯峨小倉山小倉町・さがおぐらやまおぐらちよう

　　６１６-８３９４・京都府京都市右京区嵯峨小倉山田渕山町・さがおぐらやまたぶちやまちよう

　　６１６-８３９２・京都府京都市右京区嵯峨小倉山堂ノ前町・さがおぐらやまどうのまえちよう

　　６１６-８３９１・京都府京都市右京区嵯峨小倉山緋明神町・さがおぐらやまひのみようじんちよう

　　６１６-８３９６・京都府京都市右京区嵯峨小倉山山本町・さがおぐらやまやまもとちよう

　　６１６-８４４５・京都府京都市右京区嵯峨観空寺岡崎町・さがかんくうじおかざきちよう

　　６１６-８４４４・京都府京都市右京区嵯峨観空寺久保殿町・さがかんくうじくほﾞでんちよう

　　６１６-８４４６・京都府京都市右京区嵯峨観空寺谷町・さがかんくうじだにちよう

　　６１６-８４４３・京都府京都市右京区嵯峨観空寺明水町・さがかんくうじみようずいちよう

　　６１６-８４５１・京都府京都市右京区嵯峨清滝一華表町・さがきよたきいつかひようちよう

　　６１６-８４５３・京都府京都市右京区嵯峨清滝大谷町・さがきよたきおおたにちよう

　　６１６-８４５７・京都府京都市右京区嵯峨清滝空也滝町・さがきよたきくうやだきちよう

　　６１６-８４５５・京都府京都市右京区嵯峨清滝田鶴原町・さがきよたきたつﾞはらちよう



　　６１６-８４５６・京都府京都市右京区嵯峨清滝月ノ輪町・さがきよたきつきのわちよう

　　６１６-８４５４・京都府京都市右京区嵯峨清滝深谷町・さがきよたきふかたにちよう

　　６１６-８４９１・京都府京都市右京区嵯峨越畑北ノ町・さがこしはたきたのちよう

　　６１６-８４８２・京都府京都市右京区嵯峨越畑正権条・さがこしはたしようごんじよう

　　６１６-８４９４・京都府京都市右京区嵯峨越畑尻谷・さがこしはたしりたに

　　６１６-８４８４・京都府京都市右京区嵯峨越畑筋違・さがこしはたすじちがい

　　６１６-８４９２・京都府京都市右京区嵯峨越畑天慶・さがこしはたてんけい

　　６１６-８４８７・京都府京都市右京区嵯峨越畑中ノ町・さがこしはたなかのちよう

　　６１６-８４８３・京都府京都市右京区嵯峨越畑鍋浦・さがこしはたなべうら

　　６１６-８４８５・京都府京都市右京区嵯峨越畑兵庫前町・さがこしはたひようごまえちよう

　　６１６-８４８６・京都府京都市右京区嵯峨越畑南ノ町・さがこしはたみなみのちよう

　　６１６-８４８１・京都府京都市右京区嵯峨越畑桃原・さがこしはたももはら

　　６１６-８４９３・京都府京都市右京区嵯峨越畑桃原垣内・さがこしはたももはらがいち

　　６１６-８４７１・京都府京都市右京区嵯峨樒原稲荷元町・さがしきみがはらいなりもとちよう

　　６１６-８４７４・京都府京都市右京区嵯峨樒原清水町・さがしきみがはらしみずちよう

　　６１６-８４７２・京都府京都市右京区嵯峨樒原高見町・さがしきみがはらたかみちよう

　　６１６-８４７５・京都府京都市右京区嵯峨樒原宮ノ上町・さがしきみがはらみやのうえちよう

　　６１６-８４７３・京都府京都市右京区嵯峨樒原若宮下町・さがしきみがはらわかみやしたちよう

　　６１６-８４２２・京都府京都市右京区嵯峨釈迦堂大門町・さがしやかどうだいもんちよう

　　６１６-８４４７・京都府京都市右京区嵯峨釈迦堂藤ノ木町・さがしやかどうふじのきちよう

　　６１６-８４２３・京都府京都市右京区嵯峨釈迦堂門前裏柳町・さがしやかどうもんぜんうらやなぎち

よう

　　６１６-８４２１・京都府京都市右京区嵯峨釈迦堂門前瀬戸川町・さがしやかどうもんぜんせとがわち

よう

　　６１６-８４２４・京都府京都市右京区嵯峨釈迦堂門前南中院町・さがしやかどうもんぜんみなみちゆ

ういんちよう

　　６１６-８４１６・京都府京都市右京区嵯峨大覚寺門前井頭町・さがだいかくじもんぜんいとうちよう

　　６１６-８４１３・京都府京都市右京区嵯峨大覚寺門前堂ノ前町・さがだいかくじもんぜんどうのまえ

ちよう

　　６１６-８４１２・京都府京都市右京区嵯峨大覚寺門前登り町・さがだいかくじもんぜんのほﾞりちよ

う

　　６１６-８４１４・京都府京都市右京区嵯峨大覚寺門前八軒町・さがだいかくじもんぜんはつけんちよ

う

　　６１６-８４１５・京都府京都市右京区嵯峨大覚寺門前宮ノ下町・さがだいかくじもんぜんみやのした

ちよう

　　６１６-８４１７・京都府京都市右京区嵯峨大覚寺門前六道町・さがだいかくじもんぜんろくどうちよ

う

　　６１６-８３４６・京都府京都市右京区嵯峨天龍寺油掛町・さがてんりゆうじあぶらかけちよう

　　６１６-８３６６・京都府京都市右京区嵯峨天龍寺今堀町・さがてんりゆうじいまほりちよう

　　６１６-８３７４・京都府京都市右京区嵯峨天龍寺北造路町・さがてんりゆうじきたつくりみちちよう

　　６１６-８３７３・京都府京都市右京区嵯峨天龍寺車道町・さがてんりゆうじくるまみちちよう

　　６１６-８３５７・京都府京都市右京区嵯峨天龍寺椎野町・さがてんりゆうじしいのちよう

　　６１６-８３８５・京都府京都市右京区嵯峨天龍寺芒ノ馬場町・さがてんりゆうじすすきのはﾞはﾞちよ

う

　　６１６-８３８２・京都府京都市右京区嵯峨天龍寺角倉町・さがてんりゆうじすみのくらちよう

　　６１６-８３７６・京都府京都市右京区嵯峨天龍寺瀬戸川町・さがてんりゆうじせとがわちよう

　　６１６-８３７５・京都府京都市右京区嵯峨天龍寺立石町・さがてんりゆうじたていしちよう

　　６１６-８３８４・京都府京都市右京区嵯峨天龍寺造路町・さがてんりゆうじつくりみちちよう

　　６１６-８３５６・京都府京都市右京区嵯峨天龍寺中島町・さがてんりゆうじなかじまちよう

　　６１６-８３７２・京都府京都市右京区嵯峨天龍寺広道町・さがてんりゆうじひろみちちよう

　　６１６-８３８１・京都府京都市右京区嵯峨天龍寺龍門町・さがてんりゆうじりゆうもんちよう

　　６１６-８３７１・京都府京都市右京区嵯峨天龍寺若宮町・さがてんりゆうじわかみやちよう

　　６１６-８４３６・京都府京都市右京区嵯峨鳥居本化野町・さがとりいもとあだしのちよう

　　６１６-８４３１・京都府京都市右京区嵯峨鳥居本一華表町・さがとりいもといつかひようちよう

　　６１６-８４３２・京都府京都市右京区嵯峨鳥居本北代町・さがとりいもときただいちよう

　　６１６-８４３５・京都府京都市右京区嵯峨鳥居本小坂町・さがとりいもとこざかちよう

　　６１６-８４３７・京都府京都市右京区嵯峨鳥居本仙翁町・さがとりいもとせんのうちよう

　　６１６-８４３３・京都府京都市右京区嵯峨鳥居本中筋町・さがとりいもとなかすじちよう

　　６１６-８４３９・京都府京都市右京区嵯峨鳥居本深谷町・さがとりいもとふかたにちよう

　　６１６-８４３４・京都府京都市右京区嵯峨鳥居本仏餉田町・さがとりいもとぶつしようでんちよう

　　６１６-８４３８・京都府京都市右京区嵯峨鳥居本六反町・さがとりいもとろくたんちよう

　　６１６-８４２６・京都府京都市右京区嵯峨二尊院門前往生院町・さがにそんいんもんぜんおうじよう

いんちよう

　　６１６-８４２８・京都府京都市右京区嵯峨二尊院門前北中院町・さがにそんいんもんぜんきたちゆう

いんちよう

　　６１６-８４２７・京都府京都市右京区嵯峨二尊院門前善光寺山町・さがにそんいんもんぜんぜんこう

じやまちよう

　　６１６-８４２５・京都府京都市右京区嵯峨二尊院門前長神町・さがにそんいんもんぜんちようじんち

よう

　　６１６-８３１４・京都府京都市右京区嵯峨野秋街道町・さがのあきかいどうちよう



　　６１６-８３１６・京都府京都市右京区嵯峨野有栖川町・さがのありすがわちよう

　　６１６-８３３１・京都府京都市右京区嵯峨野内田町・さがのうちだちよう

　　６１６-８３１７・京都府京都市右京区嵯峨野神ノ木町・さがのかみのきちよう

　　６１６-８３３２・京都府京都市右京区嵯峨野北野町・さがのきたのちよう

　　６１６-８３１１・京都府京都市右京区嵯峨野嵯峨ノ段町・さがのさがのだんまち

　　６１６-８３２２・京都府京都市右京区嵯峨野芝野町・さがのしはﾞのちよう

　　６１６-８３１２・京都府京都市右京区嵯峨野清水町・さがのしみずちよう

　　６１６-８３２５・京都府京都市右京区嵯峨野高田町・さがのたかだちよう

　　６１６-８３２１・京都府京都市右京区嵯峨野千代ノ道町・さがのちよのみちちよう

　　６１６-８３２３・京都府京都市右京区嵯峨野投渕町・さがのなげぶちちよう

　　６１６-８３３３・京都府京都市右京区嵯峨野西ノ藤町・さがのにしのふじちよう

　　６１６-８３２６・京都府京都市右京区嵯峨野東田町・さがのひがしだちよう

　　６１６-８３１３・京都府京都市右京区嵯峨野開町・さがのひらきちよう

　　６１６-８３２４・京都府京都市右京区嵯峨野南浦町・さがのみなみうらちよう

　　６１６-８３１５・京都府京都市右京区嵯峨野宮ノ元町・さがのみやのもとちよう

　　６１６-８３２７・京都府京都市右京区嵯峨野六反田町・さがのろくたんだちよう

　　６１６-８３０７・京都府京都市右京区嵯峨広沢池下町・さがひろさわいけしたちよう

　　６１６-８３０２・京都府京都市右京区嵯峨広沢北下馬野町・さがひろさわきたげはﾞのちよう

　　６１６-８３０５・京都府京都市右京区嵯峨広沢御所ノ内町・さがひろさわごしよのうちちよう

　　６１６-８３０６・京都府京都市右京区嵯峨広沢西裏町・さがひろさわにしうらちよう

　　６１６-８３０３・京都府京都市右京区嵯峨広沢南下馬野町・さがひろさわみなみげはﾞのちよう

　　６１６-８３０４・京都府京都市右京区嵯峨広沢南野町・さがひろさわみなみのちよう

　　６１６-８４６７・京都府京都市右京区嵯峨水尾大岩・さがみずおおおいわ

　　６１６-８４６２・京都府京都市右京区嵯峨水尾岡ノ窪町・さがみずおおかのくほﾞちよう

　　６１６-８４６８・京都府京都市右京区嵯峨水尾北垣内町・さがみずおきたがいちちよう

　　６１６-８４６６・京都府京都市右京区嵯峨水尾清和・さがみずおせいわ

　　６１６-８４６３・京都府京都市右京区嵯峨水尾竹ノ尻町・さがみずおたけのしりちよう

　　６１６-８４６１・京都府京都市右京区嵯峨水尾鳩ケ巣・さがみずおはとがす

　　６１６-８４６５・京都府京都市右京区嵯峨水尾宮ノ脇町・さがみずおみやのわきちよう

　　６１６-８４６４・京都府京都市右京区嵯峨水尾武蔵嶋町・さがみずおむさしじまちよう

　　６１６-８０１４・京都府京都市右京区谷口梅津間町・たにぐちうめつﾞまちよう

　　６１６-８０２２・京都府京都市右京区谷口円成寺町・たにぐちえんじようじちよう

　　６１６-８０１２・京都府京都市右京区谷口垣ノ内町・たにぐちかきのうちちよう

　　６１６-８０１３・京都府京都市右京区谷口唐田ノ内町・たにぐちからたのうちちよう

　　６１６-８０１５・京都府京都市右京区谷口園町・たにぐちそのまち

　　６１６-８２１６・京都府京都市右京区常盤一ノ井町・ときわいちのいちよう

　　６１６-８２２５・京都府京都市右京区常盤馬塚町・ときわうまつﾞかちよう

　　６１６-８２１１・京都府京都市右京区常盤御池町・ときわおいけちよう

　　６１６-８２１３・京都府京都市右京区常盤音戸町・ときわおんとちよう

　　６１６-８２３１・京都府京都市右京区常盤柏ノ木町・ときわかしのきちよう

　　６１６-８２１９・京都府京都市右京区常盤神田町・ときわかんだちよう

　　６１６-８２２９・京都府京都市右京区常盤北裏町・ときわきたうらちよう

　　６１６-８２２７・京都府京都市右京区常盤草木町・ときわくさきちよう

　　６１６-８２２４・京都府京都市右京区常盤窪町・ときわくほﾞまち

　　６１６-８２２８・京都府京都市右京区常盤下田町・ときわしもだちよう

　　６１６-８２２６・京都府京都市右京区常盤段ノ上町・ときわだんのうえちよう

　　６１６-８２１８・京都府京都市右京区常盤出口町・ときわでぐちちよう

　　６１６-８２２２・京都府京都市右京区常盤仲之町・ときわなかのちよう

　　６１６-８２２３・京都府京都市右京区常盤西町・ときわにしまち

　　６１６-８２１７・京都府京都市右京区常盤東ノ町・ときわひがしのちよう

　　６１６-８２１４・京都府京都市右京区常盤古御所町・ときわふるごしよちよう

　　６１６-８２２１・京都府京都市右京区常盤村ノ内町・ときわむらのうちちよう

　　６１６-８２１５・京都府京都市右京区常盤森町・ときわもりまち

　　６１６-８２１２・京都府京都市右京区常盤山下町・ときわやましたちよう

　　６１６-８２５３・京都府京都市右京区鳴滝泉谷町・なるたきいずみたにちよう

　　６１６-８２４１・京都府京都市右京区鳴滝泉殿町・なるたきいずみでんちよう

　　６１６-８２５１・京都府京都市右京区鳴滝宇多野谷・なるたきうだのたに

　　６１６-８２５５・京都府京都市右京区鳴滝音戸山町・なるたきおんどやまちよう

　　６１６-８２４６・京都府京都市右京区鳴滝川西町・なるたきかわにしちよう

　　６１６-８２３８・京都府京都市右京区鳴滝桐ケ淵町・なるたききりがふちちよう

　　６１６-８２３４・京都府京都市右京区鳴滝嵯峨園町・なるたきさがそのちよう

　　６１６-８２５７・京都府京都市右京区鳴滝白砂・なるたきしらすな

　　６１６-８２５４・京都府京都市右京区鳴滝宅間町・なるたきたくまちよう

　　６１６-８２３３・京都府京都市右京区鳴滝中道町・なるたきなかみちちよう

　　６１６-８２３５・京都府京都市右京区鳴滝西嵯峨園町・なるたきにしさがそのちよう

　　６１６-８２４７・京都府京都市右京区鳴滝蓮池町・なるたきはすいけちよう

　　６１６-８２３６・京都府京都市右京区鳴滝春木町・なるたきはるきちよう

　　６１６-８２５８・京都府京都市右京区鳴滝般若寺町・なるたきはんにやじちよう

　　６１６-８２４４・京都府京都市右京区鳴滝藤ノ木町・なるたきふじのきちよう

　　６１６-８２４２・京都府京都市右京区鳴滝本町・なるたきほんまち



　　６１６-８２５６・京都府京都市右京区鳴滝松本町・なるたきまつもとちよう

　　６１６-８２３７・京都府京都市右京区鳴滝瑞穂町・なるたきみずほちよう

　　６１６-８２４３・京都府京都市右京区鳴滝安井殿町・なるたきやすいでんちよう

　　６１６-８２３２・京都府京都市右京区鳴滝蓮花寺町・なるたきれんげじちよう

　　６１５-０８０６・京都府京都市右京区西京極畔勝町・にしきようごくあぜかつちよう

　　６１５-０８８５・京都府京都市右京区西京極午塚町・にしきようごくうまつﾞかちよう

　　６１５-０８８２・京都府京都市右京区西京極葛野町・にしきようごくかどのちよう

　　６１５-０８４３・京都府京都市右京区西京極河原町・にしきようごくかわらちよう

　　６１５-０８３６・京都府京都市右京区西京極河原町裏町・にしきようごくかわらちよううらまち

　　６１５-０８２１・京都府京都市右京区西京極北裏町・にしきようごくきたうらちよう

　　６１５-０８８１・京都府京都市右京区西京極北大入町・にしきようごくきたおおいりちよう

　　６１５-０８７８・京都府京都市右京区西京極北衣手町・にしきようごくきたころもでちよう

　　６１５-０８０２・京都府京都市右京区西京極北庄境町・にしきようごくきたしようざかいちよう

　　６１５-０８１８・京都府京都市右京区西京極三反田町・にしきようごくさんたんだちよう

　　６１５-０８２６・京都府京都市右京区西京極芝ノ下町・にしきようごくしはﾞのしたちよう

　　６１５-０８１４・京都府京都市右京区西京極下沢町・にしきようごくしもざわちよう

　　６１５-０８７４・京都府京都市右京区西京極新田町・にしきようごくしんでんちよう

　　６１５-０８６４・京都府京都市右京区西京極新明町・にしきようごくしんめいちよう

　　６１５-０８４５・京都府京都市右京区西京極末広町・にしきようごくすえひろちよう

　　６１５-０８１２・京都府京都市右京区西京極大門町・にしきようごくだいもんちよう

　　６１５-０８０４・京都府京都市右京区西京極町ノ坪町・にしきようごくちようのつほﾞちよう

　　６１５-０８１３・京都府京都市右京区西京極佃田町・にしきようごくつくだちよう

　　６１５-０８３５・京都府京都市右京区西京極堤下町・にしきようごくつつみしたちよう

　　６１５-０８５４・京都府京都市右京区西京極堤外町・にしきようごくつつみそとちよう

　　６１５-０８６３・京都府京都市右京区西京極堤町・にしきようごくつつみちよう

　　６１５-０８４６・京都府京都市右京区西京極徳大寺団子田町・にしきようごくとくだいじだんごでん

ちよう

　　６１５-０８７５・京都府京都市右京区西京極徳大寺西団子田町・にしきようごくとくだいじにしだん

ごでんちよう

　　６１５-０８３４・京都府京都市右京区西京極殿田町・にしきようごくとのだちよう

　　６１５-０８１５・京都府京都市右京区西京極中沢町・にしきようごくなかざわちよう

　　６１５-０８２２・京都府京都市右京区西京極中町・にしきようごくなかまち

　　６１５-０８３１・京都府京都市右京区西京極長町・にしきようごくながまち

　　６１５-０８１１・京都府京都市右京区西京極中溝町・にしきようごくなかみぞちよう

　　６１５-０８２７・京都府京都市右京区西京極南方町・にしきようごくなんほﾟうちよう

　　６１５-０８５１・京都府京都市右京区西京極西池田町・にしきようごくにしいけだちよう

　　６１５-０８６２・京都府京都市右京区西京極西大丸町・にしきようごくにしおおまるちよう

　　６１５-０８５２・京都府京都市右京区西京極西川町・にしきようごくにしかわちよう

　　６１５-０８７７・京都府京都市右京区西京極西衣手町・にしきようごくにしころもでちよう

　　６１５-０８５５・京都府京都市右京区西京極西団子田町・にしきようごくにしだんごでんちよう

　　６１５-０８３７・京都府京都市右京区西京極西向河原町・にしきようごくにしむこうがわらちよう

　　６１５-０８６１・京都府京都市右京区西京極野田町・にしきようごくのだちよう

　　６１５-０８３２・京都府京都市右京区西京極走上リ町・にしきようごくはしあがりちよう

　　６１５-０８３３・京都府京都市右京区西京極橋詰町・にしきようごくはしつﾞめちよう

　　６１５-０８２４・京都府京都市右京区西京極畑田町・にしきようごくはただちよう

　　６１５-０８７３・京都府京都市右京区西京極浜ノ本町・にしきようごくはまのもとちよう

　　６１５-０８４１・京都府京都市右京区西京極火打畑町・にしきようごくひうちはﾞたちよう

　　６１５-０８０５・京都府京都市右京区西京極東池田町・にしきようごくひがしいけだちよう

　　６１５-０８０７・京都府京都市右京区西京極東大丸町・にしきようごくひがしおおまるちよう

　　６１５-０８４４・京都府京都市右京区西京極東側町・にしきようごくひがしがわちよう

　　６１５-０８７１・京都府京都市右京区西京極東衣手町・にしきようごくひがしころもでちよう

　　６１５-０８１６・京都府京都市右京区西京極東町・にしきようごくひがしちよう

　　６１５-０８２５・京都府京都市右京区西京極東向河原町・にしきようごくひがしむこうがわらちよう

　　６１５-０８５６・京都府京都市右京区西京極古浜町・にしきようごくふるはまちよう

　　６１５-０８２３・京都府京都市右京区西京極前田町・にしきようごくまえだちよう

　　６１５-０８０１・京都府京都市右京区西京極豆田町・にしきようごくまめだちよう

　　６１５-０８８３・京都府京都市右京区西京極南大入町・にしきようごくみなみおおいりちよう

　　６１５-０８７２・京都府京都市右京区西京極南衣手町・にしきようごくみなみころもでちよう

　　６１５-０８０３・京都府京都市右京区西京極南庄境町・にしきようごくみなみしようざかいちよう

　　６１５-０８１７・京都府京都市右京区西京極宮ノ東町・にしきようごくみやのひがしちよう

　　６１５-０８３８・京都府京都市右京区西京極薮ノ下町・にしきようごくやぶのしたちよう

　　６１５-０８４２・京都府京都市右京区西京極薮開町・にしきようごくやぶびらきちよう

　　６１５-０８５７・京都府京都市右京区西京極郡猪馬場町・にしきようごくごおりいのはﾞはﾞちよう

　　６１５-０８５８・京都府京都市右京区西京極郡沢町・にしきようごくごおりさわちよう

　　６１５-０８５３・京都府京都市右京区西京極郡醍醐田町・にしきようごくごおりだいごでんちよう

　　６１５-０８７６・京都府京都市右京区西京極郡附洲町・にしきようごくごおりふずちよう

　　６１５-０８８４・京都府京都市右京区西京極郡町・にしきようごくごおりちよう

　　６１６-８０２４・京都府京都市右京区花園一条田町・はなぞのいちじようでんちよう

　　６１６-８０３７・京都府京都市右京区花園猪ノ毛町・はなぞのいのけちよう

　　６１６-８０４２・京都府京都市右京区花園伊町・はなぞのいまち



　　６１６-８０４５・京都府京都市右京区花園内畑町・はなぞのうちはたちよう

　　６１６-８０２７・京都府京都市右京区花園円成寺町・はなぞのえんじようじちよう

　　６１６-８０４４・京都府京都市右京区花園扇野町・はなぞのおうぎのちよう

　　６１６-８０２３・京都府京都市右京区花園大薮町・はなぞのおおやぶちよう

　　６１６-８０２６・京都府京都市右京区花園岡ノ本町・はなぞのおかのもとちよう

　　６１６-８０６１・京都府京都市右京区花園春日町・はなぞのかすがちよう

　　６１６-８０３４・京都府京都市右京区花園木辻北町・はなぞのきつじきたまち

　　６１６-８０５７・京都府京都市右京区花園木辻南町・はなぞのきつじみなみちよう

　　６１６-８０５５・京都府京都市右京区花園車道町・はなぞのくるまみちちよう

　　６１６-８０５６・京都府京都市右京区花園坤南町・はなぞのこんなんちよう

　　６１６-８０３３・京都府京都市右京区花園艮北町・はなぞのこんほﾞくちよう

　　６１６-８０５１・京都府京都市右京区花園巽南町・はなぞのそんなんちよう

　　６１６-８０３１・京都府京都市右京区花園鷹司町・はなぞのたかつかさちよう

　　６１６-８０４６・京都府京都市右京区花園段ノ岡町・はなぞのだんのおかちよう

　　６１６-８０２５・京都府京都市右京区花園土堂町・はなぞのつちどうちよう

　　６１６-８０４３・京都府京都市右京区花園寺ノ内町・はなぞのてらのうちちよう

　　６１６-８０３６・京都府京都市右京区花園寺ノ中町・はなぞのてらのなかちよう

　　６１６-８０４１・京都府京都市右京区花園寺ノ前町・はなぞのてらのまえちよう

　　６１６-８０２１・京都府京都市右京区花園天授ケ岡町・はなぞのてんじゆがおかちよう

　　６１６-８０５４・京都府京都市右京区花園中御門町・はなぞのなかみかどちよう

　　６１６-８０３２・京都府京都市右京区花園馬代町・はなぞのはﾞだいちよう

　　６１６-８０４７・京都府京都市右京区花園宮ノ上町・はなぞのみやのかみちよう

　　６１６-８０３５・京都府京都市右京区花園妙心寺町・はなぞのみようしんじちよう

　　６１６-８０５３・京都府京都市右京区花園八ツ口町・はなぞのやつくちちよう

　　６１６-８０５２・京都府京都市右京区花園薮ノ下町・はなぞのやぶのしたちよう

　　６１６-８１９７・京都府京都市右京区山越乾町・やまごえいぬいちよう

　　６１６-８１９３・京都府京都市右京区山越巽町・やまごえたつみちよう

　　６１６-８１９５・京都府京都市右京区山越中町・やまごえなかちよう

　　６１６-８１９６・京都府京都市右京区山越西町・やまごえにしちよう

　　６１６-８１９４・京都府京都市右京区山越東町・やまごえひがしちよう

　　６１５-００７３・京都府京都市右京区山ノ内荒木町・やまのうちあらきちよう

　　６１５-００７２・京都府京都市右京区山ノ内池尻町・やまのうちいけじりちよう

　　６１５-００９７・京都府京都市右京区山ノ内大町・やまのうちおおまち

　　６１５-００９４・京都府京都市右京区山ノ内北ノ口町・やまのうちきたのくちちよう

　　６１５-００９６・京都府京都市右京区山ノ内五反田町・やまのうちごたんだちよう

　　６１５-００８２・京都府京都市右京区山ノ内赤山町・やまのうちせきさんちよう

　　６１５-００８３・京都府京都市右京区山ノ内瀬戸畑町・やまのうちせとはたちよう

　　６１５-００７４・京都府京都市右京区山ノ内苗町・やまのうちなえまち

　　６１５-００８５・京都府京都市右京区山ノ内中畑町・やまのうちなかはたちよう

　　６１５-００７１・京都府京都市右京区山ノ内西裏町・やまのうちにしうらちよう

　　６１５-００９５・京都府京都市右京区山ノ内西八反田町・やまのうちにしはつたんだちよう

　　６１５-００９１・京都府京都市右京区山ノ内御堂殿町・やまのうちみどうでんちよう

　　６１５-００９３・京都府京都市右京区山ノ内宮前町・やまのうちみやまえちよう

　　６１５-００９２・京都府京都市右京区山ノ内宮脇町・やまのうちみやわきちよう

　　６１５-００８４・京都府京都市右京区山ノ内山ノ下町・やまのうちやまのしたちよう

　　６１５-００８１・京都府京都市右京区山ノ内養老町・やまのうちようろうちよう

　　６１６-８００３・京都府京都市右京区龍安寺池ノ下町・りようあんじいけのしたちよう

　　６１６-８００２・京都府京都市右京区龍安寺衣笠下町・りようあんじきぬがさしたちよう

　　６１６-８０１７・京都府京都市右京区龍安寺五反田町・りようあんじごたんだちよう

　　６１６-８００１・京都府京都市右京区龍安寺御陵ノ下町・りようあんじごりようのしたちよう

　　６１６-８０１１・京都府京都市右京区龍安寺斎宮町・りようあんじさいぐうちよう

　　６１６-８００６・京都府京都市右京区龍安寺住吉町・りようあんじすみよしちよう

　　６１６-８００４・京都府京都市右京区龍安寺玉津芝町・りようあんじたまつしはﾞちよう

　　６１６-８００５・京都府京都市右京区龍安寺塔ノ下町・りようあんじとうのしたちよう

　　６１６-８０１６・京都府京都市右京区龍安寺西ノ川町・りようあんじにしのかわちよう

　　６１６-８００７・京都府京都市右京区龍安寺山田町・りようあんじやまたちよう

　　６１２-００００・京都府京都市伏見区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６１２-８３２４・京都府京都市伏見区小豆屋町・あずきやちよう

　　６１２-８２０３・京都府京都市伏見区阿波橋町・あわはﾞしちよう

　　６０１-１４３２・京都府京都市伏見区石田内里町・いしだうちさとちよう

　　６０１-１４３１・京都府京都市伏見区石田大受町・いしだおおうけちよう

　　６０１-１４３３・京都府京都市伏見区石田大山町・いしだおおやまちよう

　　６０１-１４３８・京都府京都市伏見区石田川向・いしだかわむかい

　　６０１-１４３５・京都府京都市伏見区石田桜木・いしださくらぎ

　　６０１-１４３６・京都府京都市伏見区石田西ノ坪・いしだにしのつほﾞ

　　６０１-１４３７・京都府京都市伏見区石田森西・ いしだもりにじ

　　６０１-１４３９・京都府京都市伏見区石田森東町・いしだもりひがしちよう

　　６０１-１４３４・京都府京都市伏見区石田森南町・いしだもりみなみちよう

　　６１２-８３１９・京都府京都市伏見区石屋町・いしやちよう

　　６１２-０８０４・京都府京都市伏見区稲荷山官有地・いなりやまかんゆうち



　　６１２-８０５１・京都府京都市伏見区今町・いままち

　　６１２-８０４１・京都府京都市伏見区魚屋町・うおやちよう

　　６１２-８３２１・京都府京都市伏見区越前町・えちぜんちよう

　　６１２-８３０４・京都府京都市伏見区榎町・えのきちよう

　　６１２-８２０１・京都府京都市伏見区恵美酒町・えびすちよう

　　６１２-８３３５・京都府京都市伏見区海老屋町・えびやちよう

　　６１２-８０４８・京都府京都市伏見区大阪町・おおさかまち

　　６１２-８３４４・京都府京都市伏見区大津町・おおつまち

　　６１２-８０７８・京都府京都市伏見区大宮町・おおみやちよう

　　６１２-８０６５・京都府京都市伏見区御駕籠町・おかごちよう

　　６０１-１４６４・京都府京都市伏見区小栗栖石川町・おぐりすいしかわちよう

　　６０１-１４４３・京都府京都市伏見区小栗栖岩ケ淵町・おぐりすいわがふちちよう

　　６０１-１４４４・京都府京都市伏見区小栗栖牛ケ淵町・おぐりすうしがふちちよう

　　６０１-１４４６・京都府京都市伏見区小栗栖北後藤町・おぐりすきたごとうちよう

　　６０１-１４４１・京都府京都市伏見区小栗栖北谷町・おぐりすきただにちよう

　　６０１-１４５５・京都府京都市伏見区小栗栖小阪町・おぐりすこさかちよう

　　６０１-１４６３・京都府京都市伏見区小栗栖中山田町・おぐりすなかやまだちよう

　　６０１-１４５３・京都府京都市伏見区小栗栖西谷町・おぐりすにしだにちよう

　　６０１-１４５２・京都府京都市伏見区小栗栖西ノ峯・おぐりすにしのみね

　　６０１-１４５１・京都府京都市伏見区小栗栖鉢伏・おぐりすはちふせ

　　６０１-１４４２・京都府京都市伏見区小栗栖丸山・おぐりすまるやま

　　６０１-１４５６・京都府京都市伏見区小栗栖南後藤町・おぐりすみなみごとうちよう

　　６０１-１４６１・京都府京都市伏見区小栗栖宮山・おぐりすみややま

　　６０１-１４４５・京都府京都市伏見区小栗栖森ケ淵町・おぐりすもりがふちちよう

　　６０１-１４６２・京都府京都市伏見区小栗栖森本町・おぐりすもりもとちよう

　　６０１-１４５４・京都府京都市伏見区小栗栖山口町・おぐりすやまぐちちよう

　　６１２-８３５７・京都府京都市伏見区帯屋町・おびやちよう

　　６１２-８２１９・京都府京都市伏見区表町・おもてまち

　　６１２-８３０１・京都府京都市伏見区加賀屋町・かがやちよう

　　６１２-８０４２・京都府京都市伏見区柿木浜町・かきのきはまちよう

　　６１２-８３０７・京都府京都市伏見区景勝町・かげかつちよう

　　６１２-８０７１・京都府京都市伏見区鍛冶屋町・かじやまち

　　６１２-８２０２・京都府京都市伏見区過書町・かしよまち

　　６１２-８１０３・京都府京都市伏見区片桐町・かたぎりちよう

　　６１２-８３６１・京都府京都市伏見区片原町・かたはらちよう

　　６１２-８０４７・京都府京都市伏見区上油掛町・かみあぶらかけちよう

　　６１２-８３１６・京都府京都市伏見区上板橋町・かみいたはﾞしちよう

　　６１２-８３１８・京都府京都市伏見区紙子屋町・かみこやちよう

　　６１２-８３０５・京都府京都市伏見区上神泉苑町・かみしんせんえんちよう

　　６１２-８２１７・京都府京都市伏見区上中町・かみなかちよう

　　６１２-８３０２・京都府京都市伏見区雁金町・かりがねちよう

　　６１２-８３７５・京都府京都市伏見区川東町・かわひがしちよう

　　６１２-８３５６・京都府京都市伏見区革屋町・かわやちよう

　　６１２-８１０１・京都府京都市伏見区観音寺町・かんのんじちよう

　　６１２-８３３１・京都府京都市伏見区菊屋町・きくやちよう

　　６１２-８０７７・京都府京都市伏見区北尼崎町・きたあまがさきちよう

　　６１２-８３８８・京都府京都市伏見区北寝小屋町・きたねこやちよう

　　６１２-８３７２・京都府京都市伏見区北端町・きたはたちよう

　　６１２-８２１８・京都府京都市伏見区北浜町・きたはまちよう

　　６１２-８３６６・京都府京都市伏見区京橋町・きようはﾞしちよう

　　６１２-８０８３・京都府京都市伏見区京町・きようまち

　　６１２-８０８７・京都府京都市伏見区京町大黒町・きようまちだいこくちよう

　　６１２-８０８４・京都府京都市伏見区京町８丁目横町・きようまちはつちようめよこまち

　　６１２-８０８５・京都府京都市伏見区京町南・きようまちみなみ

　　６１２-８０８６・京都府京都市伏見区京町北・きようまちきた

　　６１２-８０８９・京都府京都市伏見区銀座町・ぎんざちよう

　　６１２-８３４２・京都府京都市伏見区久米町・くめちよう

　　６１２-８３６５・京都府京都市伏見区車町・くるままち

　　６１２-８３２９・京都府京都市伏見区黒茶屋町・くろちややちよう

　　６１２-８４９４・京都府京都市伏見区久我東町・こがあずまちよう

　　６１２-８４９１・京都府京都市伏見区久我石原町・こがいしはらちよう

　　６１２-８４９３・京都府京都市伏見区久我御旅町・こがおたびちよう

　　６１２-８４９６・京都府京都市伏見区久我西出町・こがにしでちよう

　　６１２-８４９２・京都府京都市伏見区久我本町・こがほんまち

　　６１２-８４９５・京都府京都市伏見区久我森の宮町・こがもりのみやちよう

　　６１２-８０３９・京都府京都市伏見区御香宮門前町・ごこうぐうもんぜんちよう

　　６１２-８０６４・京都府京都市伏見区紺屋町・こんやまち

　　６１２-８０７４・京都府京都市伏見区指物町・さしものちよう

　　６１２-８１０９・京都府京都市伏見区讃岐町・さぬきちよう

　　６１２-８０４６・京都府京都市伏見区塩屋町・しおやまち



　　６１２-８３７４・京都府京都市伏見区治部町・じぶちよう

　　６１２-８３７７・京都府京都市伏見区島津町・しまつﾞちよう

　　６１２-８３２５・京都府京都市伏見区清水町・しみずちよう

　　６１２-８３６４・京都府京都市伏見区下油掛町・しもあぶらかけちよう

　　６１２-８０７３・京都府京都市伏見区下板橋町・しもいたはﾞしちよう

　　６１２-８３０６・京都府京都市伏見区下神泉苑町・しもしんせんえんちよう

　　６１２-８４７１・京都府京都市伏見区下鳥羽長田町・しもとはﾞおさだちよう

　　６１２-８２４８・京都府京都市伏見区下鳥羽上三栖町・しもとはﾞかみみすちよう

　　６１２-８４６８・京都府京都市伏見区下鳥羽上向島町・しもとはﾞかみむかいじまちよう

　　６１２-８４９７・京都府京都市伏見区下鳥羽北円面田町・しもとはﾞきたえんめんでんちよう

　　６１２-８４７６・京都府京都市伏見区下鳥羽北三町・しもとはﾞきたさんちよう

　　６１２-８３９２・京都府京都市伏見区下鳥羽北ノ口町・しもとはﾞきたのくちちよう

　　６１２-８３８５・京都府京都市伏見区下鳥羽小柳町・しもとはﾞこやなぎちよう

　　６１２-８３８４・京都府京都市伏見区下鳥羽浄春ケ前町・しもとはﾞじようしゆんがまえちよう

　　６１２-８４６６・京都府京都市伏見区下鳥羽城ノ越町・しもとはﾞしろのこしちよう

　　６１２-８３９１・京都府京都市伏見区下鳥羽芹川町・しもとはﾞせりかわちよう

　　６１２-８２０８・京都府京都市伏見区下鳥羽但馬町・しもとはﾞたじまちよう

　　６１２-８４９８・京都府京都市伏見区下鳥羽中円面田町・しもとはﾞなかえんめんでんちよう

　　６１２-８４７７・京都府京都市伏見区下鳥羽中三町・しもとはﾞなかさんちよう

　　６１２-８３９４・京都府京都市伏見区下鳥羽西芹川町・しもとはﾞにしせりかわちよう

　　６１２-８４８９・京都府京都市伏見区下鳥羽西柳長町・しもとはﾞにしやなぎおさちよう

　　６１２-８３９５・京都府京都市伏見区下鳥羽東芹川町・しもとはﾞひがしせりかわちよう

　　６１２-８４８８・京都府京都市伏見区下鳥羽東柳長町・しもとはﾞひがしやなぎおさちよう

　　６１２-８３８７・京都府京都市伏見区下鳥羽平塚町・しもとはﾞひらつかちよう

　　６１２-８４７３・京都府京都市伏見区下鳥羽広長町・しもとはﾞひろおさちよう

　　６１２-８４６７・京都府京都市伏見区下鳥羽前田町・しもとはﾞまえだちよう

　　６１２-８４９９・京都府京都市伏見区下鳥羽南円面田町・しもとはﾞみなみえんめんでんちよう

　　６１２-８４７８・京都府京都市伏見区下鳥羽南三町・しもとはﾞみなみさんちよう

　　６１２-８４９０・京都府京都市伏見区下鳥羽南柳長町・しもとはﾞみなみやなぎおさちよう

　　６１２-８２０９・京都府京都市伏見区下鳥羽南六反長町・しもとはﾞみなみろくたんながちよう

　　６１２-８３８１・京都府京都市伏見区下鳥羽葭田町・しもとはﾞよしでんちよう

　　６１２-８３８６・京都府京都市伏見区下鳥羽澱女町・しもとはﾞよどめちよう

　　６１２-８２０６・京都府京都市伏見区下鳥羽六反長町・しもとはﾞろくたんながちよう

　　６１２-８３９３・京都府京都市伏見区下鳥羽渡瀬町・しもとはﾞわたりせちよう

　　６１２-８２１６・京都府京都市伏見区下中町・しもなかちよう

　　６１２-００８５・京都府京都市伏見区撞木町・しゆもくまち

　　６１２-８３４１・京都府京都市伏見区聚楽町（丁目）・じゆらくまち

　　６１２-８３４３・京都府京都市伏見区聚楽町（)・じゆらくまち

　　６１２-８０６７・京都府京都市伏見区城通町・じようどおりちよう

　　６１２-８３３３・京都府京都市伏見区白銀町・しろがねちよう

　　６１２-８２１５・京都府京都市伏見区新中町・しんなかちよう

　　６１２-８０８１・京都府京都市伏見区新町・しんまち

　　６１２-８３６８・京都府京都市伏見区周防町・すおうちよう

　　６１２-８２３１・京都府京都市伏見区杉本町・すぎもとちよう

　　６１２-００５１・京都府京都市伏見区墨染町・すみぞめちよう

　　６１２-８３１４・京都府京都市伏見区住吉町・すみよしちよう

　　６１２-８０５２・京都府京都市伏見区瀬戸物町・せとものちよう

　　６０１-１３４７・京都府京都市伏見区醍醐合場町・だいごあいはﾞちよう

　　６０１-１３２３・京都府京都市伏見区醍醐赤間南裏町・だいごあかまみなみうらちよう

　　６０１-１３６２・京都府京都市伏見区醍醐池田町・だいごいけだちよう

　　６０１-１３５１・京都府京都市伏見区醍醐和泉町・だいごいずみちよう

　　６０１-１３３５・京都府京都市伏見区醍醐一言寺裏町・だいごいちごんじうらちよう

　　６０１-１３８７・京都府京都市伏見区醍醐一ノ切町・だいごいちのきりちよう

　　６０１-１３７１・京都府京都市伏見区醍醐上ノ山町・だいごうえのやまちよう

　　６０１-１３０２・京都府京都市伏見区醍醐内ケ井戸・だいごうちがいど

　　６０１-１３６４・京都府京都市伏見区醍醐江奈志町・だいごえなしちよう

　　６０１-１３６６・京都府京都市伏見区醍醐大構町・だいごおおかまえちよう

　　６０１-１３１１・京都府京都市伏見区醍醐大高町・だいごおおたかちよう

　　６０１-１３０３・京都府京都市伏見区醍醐大畑町・だいごおおはたちよう

　　６０１-１３３８・京都府京都市伏見区醍醐落保町・だいごおちほﾞちよう

　　６０１-１３７６・京都府京都市伏見区醍醐折戸町・だいごおりどちよう

　　６０１-１３６３・京都府京都市伏見区醍醐鍵尾町・だいごかぎおちよう

　　６０１-１３０５・京都府京都市伏見区醍醐柿原町・だいごかきはらちよう

　　６０１-１３３６・京都府京都市伏見区醍醐柏森町・だいごかしわもりちよう

　　６０１-１３１２・京都府京都市伏見区醍醐片山町・だいごかたやまちよう

　　６０１-１３５４・京都府京都市伏見区醍醐構口町・だいごかまえぐちちよう

　　６０１-１３３３・京都府京都市伏見区醍醐上端山町・だいごかみはやまちよう

　　６０１-１３４２・京都府京都市伏見区醍醐上山口町・だいごかみやまぐちちよう

　　６０１-１３０１・京都府京都市伏見区醍醐上山田・だいごかみやまだ

　　６０１-１３１５・京都府京都市伏見区醍醐烏橋町・だいごからすはﾞしちよう



　　６０１-１３２４・京都府京都市伏見区醍醐伽藍町・だいごがらんちよう

　　６０１-１３７８・京都府京都市伏見区醍醐川久保町・だいごかわくほﾞちよう

　　６０１-１３４１・京都府京都市伏見区醍醐岸ノ上町・だいごきしのうえちよう

　　６０１-１３２２・京都府京都市伏見区醍醐北伽藍町・だいごきたがらんちよう

　　６０１-１３８１・京都府京都市伏見区醍醐北谷・だいごきただに

　　６０１-１３７７・京都府京都市伏見区醍醐北西裏町・だいごきたにしうらちよう

　　６０１-１３２１・京都府京都市伏見区醍醐北端山・だいごきたはやま

　　６０１-１３１７・京都府京都市伏見区醍醐京道町・だいごきようみちちよう

　　６０１-１３２７・京都府京都市伏見区醍醐切レ戸町・だいごきれどちよう

　　６０１-１３０８・京都府京都市伏見区醍醐御所ノ内・だいごごしよのうち

　　６０１-１３６１・京都府京都市伏見区醍醐御霊ケ下町・だいごごりようがしたちよう

　　６０１-１３１４・京都府京都市伏見区醍醐御陵西裏町・だいごごりようにしうらちよう

　　６０１-１３１３・京都府京都市伏見区醍醐御陵東裏町・だいごごりようひがしうらちよう

　　６０１-１３８７・京都府京都市伏見区醍醐三ノ切・だいごさんのきり

　　６０１-１３３２・京都府京都市伏見区醍醐下端山町・だいごしもはやまちよう

　　６０１-１３４３・京都府京都市伏見区醍醐下山口町・だいごしもやまぐちちよう

　　６０１-１３３４・京都府京都市伏見区醍醐勝口町・だいごしようくちちよう

　　６０１-１３６５・京都府京都市伏見区醍醐新開・だいごしんかい

　　６０１-１３２６・京都府京都市伏見区醍醐新町裏町・だいごしんまちうらまち

　　６０１-１３４５・京都府京都市伏見区醍醐外山街道町・だいごそとやまかいどうちよう

　　６０１-１３８３・京都府京都市伏見区醍醐醍醐山・だいごだいごやま

　　６０１-１３８４・京都府京都市伏見区醍醐高田・だいごたかだ

　　６０１-１３７５・京都府京都市伏見区醍醐高畑町・だいごたかはたちよう

　　６０１-１３５５・京都府京都市伏見区醍醐多近田町・だいごたこんだちよう

　　６０１-１３４４・京都府京都市伏見区醍醐辰巳町・だいごたつみちよう

　　６０１-１３８６・京都府京都市伏見区醍醐陀羅谷・だいごだらたに

　　６０１-１３５７・京都府京都市伏見区醍醐僧尊坊町・だいごどどんほﾞうちよう

　　６０１-１３７３・京都府京都市伏見区醍醐中山町・だいごなかやまちよう

　　６０１-１３７４・京都府京都市伏見区醍醐西大路町・だいごにしおおじちよう

　　６０１-１３８７・京都府京都市伏見区醍醐二ノ切町・だいごにのきりちよう

　　６０１-１３０７・京都府京都市伏見区醍醐狭間・だいごはざま

　　６０１-１３４６・京都府京都市伏見区醍醐東合場町・だいごひがしあいはﾞちよう

　　６０１-１３２５・京都府京都市伏見区醍醐東大路町・だいごひがしおおじちよう

　　６０１-１３７２・京都府京都市伏見区醍醐平松町・だいごひらまつちよう

　　６０１-１３１６・京都府京都市伏見区醍醐古道町・だいごふるみちちよう

　　６０１-１３３７・京都府京都市伏見区醍醐槇ノ内町・だいごまきのうちちよう

　　６０１-１３１８・京都府京都市伏見区醍醐廻り戸町・だいごまわりどちよう

　　６０１-１３５３・京都府京都市伏見区醍醐御園尾町・だいごみそのおちよう

　　６０１-１３５２・京都府京都市伏見区醍醐南里町・だいごみなみさとちよう

　　６０１-１３８２・京都府京都市伏見区醍醐南谷・だいごみなみだに

　　６０１-１３５６・京都府京都市伏見区醍醐南西裏町・だいごみなみにしうらちよう

　　６０１-１３３１・京都府京都市伏見区醍醐南端山町・だいごみなみはやまちよう

　　６０１-１３８５・京都府京都市伏見区醍醐宮ノ下町・だいごみやのしたちよう

　　６０１-１３０４・京都府京都市伏見区醍醐山ケ鼻・だいごやまがはな

　　６０１-１３０６・京都府京都市伏見区醍醐連蔵・だいごれんぞう

　　６１２-８０６２・京都府京都市伏見区鷹匠町・たかじようちよう

　　６１２-８４２６・京都府京都市伏見区竹田青池町・たけだあおいけちよう

　　６１２-８４２３・京都府京都市伏見区竹田内畑町・たけだうちはたちよう

　　６１２-８４２１・京都府京都市伏見区竹田桶ノ井町・たけだおけのいちよう

　　６１２-８４４２・京都府京都市伏見区竹田狩賀町・たけだかるがちよう

　　６１２-８４１９・京都府京都市伏見区竹田北三ツ杭町・たけだきたみつぐいちよう

　　６１２-８４１１・京都府京都市伏見区竹田久保町・たけだくほﾞちよう

　　６１２-８４４５・京都府京都市伏見区竹田浄菩提院町・たけだじようほﾞだいいんちよう

　　６１２-８４４１・京都府京都市伏見区竹田醍醐田町・たけだだいごでんちよう

　　６１２-８４２５・京都府京都市伏見区竹田田中殿町・たけだたなかでんちよう

　　６１２-８４４４・京都府京都市伏見区竹田田中宮町・たけだたなかみやちよう

　　６１２-８４１４・京都府京都市伏見区竹田段川原町・たけだだんがわらちよう

　　６１２-８４５０・京都府京都市伏見区竹田鳥羽殿町・たけだとはﾞどのちよう

　　６１２-８４４６・京都府京都市伏見区竹田中内畑町・たけだなかうちはたちよう

　　６１２-８４１２・京都府京都市伏見区竹田中川原町・たけだなかがわらちよう

　　６１２-８４１５・京都府京都市伏見区竹田中島町・たけだなかじまちよう

　　６１２-８４２２・京都府京都市伏見区竹田七瀬川町・たけだななせがわちよう

　　６１２-８４４７・京都府京都市伏見区竹田西内畑町・たけだにしうちはたちよう

　　６１２-８４２８・京都府京都市伏見区竹田西桶ノ井町・たけだにしおけのいちよう

　　６１２-８４４９・京都府京都市伏見区竹田西小屋ノ内町・たけだにしこやのうちちよう

　　６１２-８４２９・京都府京都市伏見区竹田西段川原町・たけだにしだんがわらちよう

　　６１２-８４４８・京都府京都市伏見区竹田東小屋ノ内町・たけだひがしこやのうちちよう

　　６１２-８４５４・京都府京都市伏見区竹田泓ノ川町・たけだふけのがわちよう

　　６１２-８３７１・京都府京都市伏見区竹田松林町・たけだまつはﾞやしちよう

　　６１２-８４２７・京都府京都市伏見区竹田真幡木町・たけだまはたぎちよう



　　６１２-８４１３・京都府京都市伏見区竹田三ツ杭町・たけだみつぐいちよう

　　６１２-８４１８・京都府京都市伏見区竹田向代町・たけだむかいしろちよう

　　６１２-８４１７・京都府京都市伏見区竹田向代町川町・たけだむかいしろちようかわまち

　　６１２-８４１６・京都府京都市伏見区竹田流池町・たけだりゆうちちよう

　　６１２-８４４３・京都府京都市伏見区竹田藁屋町・たけだわらやちよう

　　６１２-８０６１・京都府京都市伏見区竹中町・たけなかちよう

　　６１２-８３３２・京都府京都市伏見区樽屋町・たるやちよう

　　６１２-８０４４・京都府京都市伏見区丹後町・たんごちよう

　　６１２-８２２１・京都府京都市伏見区弾正町・だんじようちよう

　　６１２-８０７２・京都府京都市伏見区丹波橋町・たんはﾞはﾞしちよう

　　６１２-８３１２・京都府京都市伏見区津知橋町・つちはﾞしちよう

　　６１２-８３５９・京都府京都市伏見区問屋町・といやまち

　　６１２-８１０２・京都府京都市伏見区道阿弥町・どうあみちよう

　　６１２-８３２８・京都府京都市伏見区等安町・とうあんちよう

　　６１２-８１０７・京都府京都市伏見区桃陵町・とうりようちよう

　　６１２-８０３５・京都府京都市伏見区常盤町・ときわちよう

　　６１２-８３５１・京都府京都市伏見区土橋町・どはﾞしちよう

　　６１２-８３０８・京都府京都市伏見区鳥羽町・とはﾞまち

　　６１２-８０５６・京都府京都市伏見区中油掛町・なかあぶらかけちよう

　　６１２-８４６２・京都府京都市伏見区中島秋ノ山町・なかじまあきのやまちよう

　　６１２-８４６９・京都府京都市伏見区中島河原田町・なかじまかわらでんちよう

　　６１２-８４５１・京都府京都市伏見区中島北ノ口町・なかじまきたのくちちよう

　　６１２-８４６３・京都府京都市伏見区中島御所ノ内町・なかじまごしよのうちちよう

　　６１２-８４５５・京都府京都市伏見区中島外山町・なかじまそとやまちよう

　　６１２-８４５９・京都府京都市伏見区中島鳥羽離宮町・なかじまとはﾞりきゆうちよう

　　６１２-８４５６・京都府京都市伏見区中島中道町・なかじまなかみちちよう

　　６１２-８４６５・京都府京都市伏見区中島樋ノ上町・なかじまひのかみちよう

　　６１２-８４５２・京都府京都市伏見区中島堀端町・なかじまほりはﾞたちよう

　　６１２-８４６４・京都府京都市伏見区中島前山町・なかじままえやまちよう

　　６１２-８４５７・京都府京都市伏見区中島宮ノ前町・なかじまみやのまえちよう

　　６１２-８４６１・京都府京都市伏見区中島流作町・なかじまりゆうさくちよう

　　６１２-８３１５・京都府京都市伏見区中之町・なかのちよう

　　６１２-８０３８・京都府京都市伏見区鍋島町・なべしまちよう

　　６１２-８３６３・京都府京都市伏見区納屋町・なやまち

　　６１２-８３１１・京都府京都市伏見区奈良屋町・ならやちよう

　　６１２-８３４７・京都府京都市伏見区成町・なるまち

　　６１２-８０５９・京都府京都市伏見区南部町・なんぶまち

　　６１２-８３５８・京都府京都市伏見区西尼崎町・にしあまがさきちよう

　　６１２-８３６２・京都府京都市伏見区西大手町・にしおおてちよう

　　６１２-８３１３・京都府京都市伏見区西鍵屋町・にしかぎやちよう

　　６１２-８３４５・京都府京都市伏見区西堺町・にしさかいまち

　　６１２-８３２７・京都府京都市伏見区西朱雀町・にししゆじやくちよう

　　６１２-８３３７・京都府京都市伏見区西大黒町・にしだいこくちよう

　　６１２-８３７６・京都府京都市伏見区西大文字町・にしだいもんじちよう

　　６１２-８２１４・京都府京都市伏見区西浜町・にしはまちよう

　　６１２-８１０４・京都府京都市伏見区西奉行町・にしぶぎようちよう

　　６１２-００８３・京都府京都市伏見区西桝屋町・にしますやちよう

　　６１２-８３５４・京都府京都市伏見区西町・にしまち

　　６１２-８２１２・京都府京都市伏見区西柳町・にしやなぎちよう

　　６１２-８２７３・京都府京都市伏見区納所和泉屋・のうそいずみや

　　６１２-８２６８・京都府京都市伏見区納所大野・のうそおおの

　　６１２-８２７１・京都府京都市伏見区納所岸ノ下・のうそきしのした

　　６１２-８２７９・京都府京都市伏見区納所北城堀・のうそきたしろほﾞり

　　６１２-８２６７・京都府京都市伏見区納所下野・のうそしもの

　　６１２-８２７２・京都府京都市伏見区納所中河原・のうそなかがわら

　　６１２-８２７４・京都府京都市伏見区納所星柳・のうそほしやなぎ

　　６１２-８２７８・京都府京都市伏見区納所南城堀・のうそみなみしろほﾞり

　　６１２-８２７７・京都府京都市伏見区納所妙徳寺・のうそみようとくじ

　　６１２-８２７６・京都府京都市伏見区納所薬師堂・のうそやくしどう

　　６１２-８２７５・京都府京都市伏見区納所町・のうそちよう

　　６１２-８４８４・京都府京都市伏見区羽束師鴨川町・はつﾞかしかもがわちよう

　　６１２-８４８５・京都府京都市伏見区羽束師志水町・はつﾞかししみずちよう

　　６１２-８４８７・京都府京都市伏見区羽束師菱川町・はつﾞかしひしかわちよう

　　６１２-８４８６・京都府京都市伏見区羽束師古川町・はつﾞかしふるかわちよう

　　６１２-８０５３・京都府京都市伏見区東大手町・ひがしおおてちよう

　　６１２-８０６３・京都府京都市伏見区東組町・ひがしくみちよう

　　６１２-８０６６・京都府京都市伏見区東堺町・ひがしさかいまち

　　６１２-８３２６・京都府京都市伏見区東朱雀町・ひがししゆじやくちよう

　　６１２-８３３６・京都府京都市伏見区東大黒町・ひがしだいこくちよう

　　６１２-８３３４・京都府京都市伏見区東大文字町・ひがしだいもんじちよう



　　６１２-８２１３・京都府京都市伏見区東浜南町・ひがしはまみなみちよう

　　６１２-８３５５・京都府京都市伏見区東菱屋町・ひがしひしやちよう

　　６１２-８１０５・京都府京都市伏見区東奉行町・ひがしぶぎようちよう

　　６１２-８３５３・京都府京都市伏見区東町・ひがしまち

　　６１２-８２１１・京都府京都市伏見区東柳町・ひがしやなぎちよう

　　６１２-８３５２・京都府京都市伏見区肥後町・ひごまち

　　６１２-８３０３・京都府京都市伏見区菱屋町・ひしやちよう

　　６０１-１４１６・京都府京都市伏見区日野岡西町・ひのおかにしちよう

　　６０１-１４１４・京都府京都市伏見区日野奥出・ひのおくで

　　６０１-１４０４・京都府京都市伏見区日野北川頬・ひのきたかわつﾞら

　　６０１-１４０１・京都府京都市伏見区日野北山・ひのきたやま

　　６０１-１４１１・京都府京都市伏見区日野慈悲町・ひのじひちよう

　　６０１-１４２４・京都府京都市伏見区日野田頬町・ひのたつﾞらちよう

　　６０１-１４２５・京都府京都市伏見区日野田中町・ひのたなかちよう

　　６０１-１４１３・京都府京都市伏見区日野谷田町・ひのたにだちよう

　　６０１-１４０６・京都府京都市伏見区日野谷寺町・ひのたにでらちよう

　　６０１-１４２６・京都府京都市伏見区日野西川頬・ひのにしかわつﾞら

　　６０１-１４１７・京都府京都市伏見区日野西大道町・ひのにしだいどうちよう

　　６０１-１４２３・京都府京都市伏見区日野西風呂町・ひのにしふろちよう

　　６０１-１４１５・京都府京都市伏見区日野野色町・ひののいろちよう

　　６０１-１４１２・京都府京都市伏見区日野畑出町・ひのはたでちよう

　　６０１-１４０５・京都府京都市伏見区日野林・ ひのはやじ

　　６０１-１４２１・京都府京都市伏見区日野馬場出町・ひのはﾞんはﾞてちよう

　　６０１-１４２２・京都府京都市伏見区日野不動講町・ひのふどうこうちよう

　　６０１-１４０３・京都府京都市伏見区日野船尾・ひのふなお

　　６０１-１４０２・京都府京都市伏見区日野南山・ひのみなみやま

　　６１２-８２２２・京都府京都市伏見区平戸町・ひらどちよう

　　６１２-８０５７・京都府京都市伏見区平野町・ひらのちよう

　　６１２-０００４・京都府京都市伏見区深草相深町・ふかくさあいふかちよう

　　６１２-０８２５・京都府京都市伏見区深草鐙ケ谷町・ふかくさあぶみがたにちよう

　　６１２-００３１・京都府京都市伏見区深草池ノ内町・ふかくさいけのうちちよう

　　６１２-００２８・京都府京都市伏見区深草飯食町・ふかくさいじきちよう

　　６１２-０８１５・京都府京都市伏見区深草飯食山町・ふかくさいじきやまちよう

　　６１２-００４５・京都府京都市伏見区深草石橋町・ふかくさいしはﾞしちよう

　　６１２-００１２・京都府京都市伏見区深草一ノ坪町・ふかくさいちのつほﾞちよう

　　６１２-０８０８・京都府京都市伏見区深草稲荷榎木橋町・ふかくさいなりえのきはﾞしちよう

　　６１２-０８８１・京都府京都市伏見区深草稲荷御前町・ふかくさいなりおんまえちよう

　　６１２-００１４・京都府京都市伏見区深草稲荷鳥居前町・ふかくさいなりとりいまえちよう

　　６１２-０８０７・京都府京都市伏見区深草稲荷中之町・ふかくさいなりなかのちよう

　　６１２-０８３７・京都府京都市伏見区深草稲荷山町・ふかくさいなりやまちよう

　　６１２-００１７・京都府京都市伏見区深草今在家町・ふかくさいまざいけちよう

　　６１２-０８１６・京都府京都市伏見区深草馬谷町・ふかくさうまたにちよう

　　６１２-８４３１・京都府京都市伏見区深草越後屋敷町・ふかくさえちごやしきちよう

　　６１２-００８１・京都府京都市伏見区深草大島屋敷町・ふかくさおおしまやしきちよう

　　６１２-８４０３・京都府京都市伏見区深草ヲカヤ町・ふかくさおかやちよう

　　６１２-０８０５・京都府京都市伏見区深草開土口町・ふかくさかいどぐちちよう

　　６１２-０８０６・京都府京都市伏見区深草開土町・ふかくさかいどちよう

　　６１２-８４３４・京都府京都市伏見区深草加賀屋敷町・ふかくさかがやしきちよう

　　６１２-０８２６・京都府京都市伏見区深草兜山町・ふかくさかぶとやまちよう

　　６１２-０００６・京都府京都市伏見区深草上横縄町・ふかくさかみよこなわちよう

　　６１２-０８７５・京都府京都市伏見区深草枯木町・ふかくさかれきちよう

　　６１２-８４０２・京都府京都市伏見区深草川久保町・ふかくさかわくほﾞちよう

　　６１２-０８７３・京都府京都市伏見区深草瓦町・ふかくさかわらまち

　　６１２-０８０９・京都府京都市伏見区深草願成町・ふかくさがんしようちよう

　　６１２-８４０５・京都府京都市伏見区深草勧進橋町・ふかくさかんじんはﾞしちよう

　　６１２-００４１・京都府京都市伏見区深草北鍵屋町・ふかくさきたかぎやちよう

　　６１２-００４４・京都府京都市伏見区深草北新町・ふかくさきたしんまち

　　６１２-００３５・京都府京都市伏見区深草北蓮池町・ふかくさきたはすいけちよう

　　６１２-００２５・京都府京都市伏見区深草キトロ町・ふかくさきとろちよう

　　６１２-０８２４・京都府京都市伏見区深草霧ケ谷町・ふかくさきりがたにちよう

　　６１２-０８２２・京都府京都市伏見区深草鞍ケ谷・ふかくさくらがたに

　　６１２-０８０３・京都府京都市伏見区深草車阪町・ふかくさくるまざかちよう

　　６１２-００１６・京都府京都市伏見区深草ケナサ町・ふかくさけなさちよう

　　６１２-８４３７・京都府京都市伏見区深草小久保町・ふかくさこくほﾞちよう

　　６１２-０８８６・京都府京都市伏見区深草極楽寺町・ふかくさごくらくじちよう

　　６１２-０８１３・京都府京都市伏見区深草極楽寺山町・ふかくさごくらくじやまちよう

　　６１２-００２７・京都府京都市伏見区深草極楽町・ふかくさごくらくちよう

　　６１２-８４３９・京都府京都市伏見区深草五反田町・ふかくさごたんだちよう

　　６１２-００８７・京都府京都市伏見区深草紺屋町・ふかくさこんやちよう

　　６１２-０８１１・京都府京都市伏見区深草笹山町・ふかくさささやまちよう



　　６１２-００８９・京都府京都市伏見区深草佐野屋敷町・ふかくささのやしきちよう

　　６１２-８４３２・京都府京都市伏見区深草柴田屋敷町・ふかくさしはﾞたやしきちよう

　　６１２-８４０１・京都府京都市伏見区深草下川原町・ふかくさしもがわらちよう

　　６１２-０００１・京都府京都市伏見区深草下高松町・ふかくさしもたかまつちよう

　　６１２-０００７・京都府京都市伏見区深草下横縄町・ふかくさしもよこなわちよう

　　６１２-０８６６・京都府京都市伏見区深草十九軒町・ふかくさじゆうきゆうけんちよう

　　６１２-０８０１・京都府京都市伏見区深草正覚町・ふかくさしようかくちよう

　　６１２-０８７２・京都府京都市伏見区深草真宗院山町・ふかくさしんじゆういんやまちよう

　　６１２-０８３８・京都府京都市伏見区深草神明講谷町・ふかくさしんめいこうだにちよう

　　６１２-８４３６・京都府京都市伏見区深草新門丈町・ふかくさしんもんじようちよう

　　６１２-００１１・京都府京都市伏見区深草鈴塚町・ふかくさすずつかちよう

　　６１２-００１５・京都府京都市伏見区深草ススハキ町・ふかくさすすはきちよう

　　６１２-０８２８・京都府京都市伏見区深草砂子谷町・ふかくさすなこだにちよう

　　６１２-００５２・京都府京都市伏見区深草墨染町・ふかくさすみぞめちよう

　　６１２-０８８３・京都府京都市伏見区深草石峰寺山町・ふかくさせきほうじやまちよう

　　６１２-００３７・京都府京都市伏見区深草関屋敷町・ふかくさせきやしきちよう

　　６１２-００３８・京都府京都市伏見区深草仙石屋敷町・ふかくさせんごくやしきちよう

　　６１２-８４３３・京都府京都市伏見区深草善導寺町・ふかくさぜんどうじちよう

　　６１２-０８７７・京都府京都市伏見区深草僧坊町・ふかくさそうほﾞうちよう

　　６１２-０８１９・京都府京都市伏見区深草僧坊山町・ふかくさそうほﾞうやまちよう

　　６１２-０８８８・京都府京都市伏見区深草大門町・ふかくさだいもんちよう

　　６１２-０８２９・京都府京都市伏見区深草谷口町・ふかくさたにぐちちよう

　　６１２-０８７８・京都府京都市伏見区深草田谷町・ふかくさたやちよう

　　６１２-００２３・京都府京都市伏見区深草町通町・ふかくさちようどおりちよう

　　６１２-００２１・京都府京都市伏見区深草塚本町・ふかくさつかもとちよう

　　６１２-００３３・京都府京都市伏見区深草寺内町・ふかくさてらうちちよう

　　６１２-００８８・京都府京都市伏見区深草出羽屋敷町・ふかくさでわやしきちよう

　　６１２-０８２３・京都府京都市伏見区深草東軸町・ふかくさとうじくちよう

　　６１２-０８１４・京都府京都市伏見区深草砥粉山町・ふかくさとのこやまちよう

　　６１２-０８６４・京都府京都市伏見区深草鳥居崎町・ふかくさとりいざきちよう

　　６１２-０００２・京都府京都市伏見区深草中川原町・ふかくさなかがわらちよう

　　６１２-０８１８・京都府京都市伏見区深草中ノ郷山町・ふかくさなかのごうやまちよう

　　６１２-００４９・京都府京都市伏見区深草中ノ島町・ふかくさなかのしまちよう

　　６１２-００３４・京都府京都市伏見区深草七瀬川町・ふかくさななせがわちよう

　　６１２-０８０２・京都府京都市伏見区深草南明町・ふかくさなんめいちよう

　　６１２-００３２・京都府京都市伏見区深草西飯食町・ふかくさにしいじきちよう

　　６１２-００２９・京都府京都市伏見区深草西浦町・ふかくさにしうらちよう

　　６１２-０００９・京都府京都市伏見区深草西川原町・ふかくさにしがわらちよう

　　６１２-０８７６・京都府京都市伏見区深草西伊達町・ふかくさにしだてちよう

　　６１２-０８７９・京都府京都市伏見区深草西出町・ふかくさにしでちよう

　　６１２-０８８４・京都府京都市伏見区深草西出山町・ふかくさにしでやまちよう

　　６１２-００２４・京都府京都市伏見区深草野田町・ふかくさのだちよう

　　６１２-０８８７・京都府京都市伏見区深草野手町・ふかくさのでちよう

　　６１２-００１３・京都府京都市伏見区深草祓川町・ふかくさはらいがわちよう

　　６１２-０８２１・京都府京都市伏見区深草東瓦町・ふかくさひがしがわらまち

　　６１２-０８７４・京都府京都市伏見区深草東伊達町・ふかくさひがしだてちよう

　　６１２-００１９・京都府京都市伏見区深草平田町・ふかくさひらたちよう

　　６１２-００１８・京都府京都市伏見区深草フケノ内町・ふかくさふけのうちちよう

　　６１２-８４３５・京都府京都市伏見区深草泓ノ壺町・ふかくさふけのつほﾞちよう

　　６１２-０００３・京都府京都市伏見区深草藤田坪町・ふかくさふじたのつほﾞちよう

　　６１２-０８６５・京都府京都市伏見区深草藤森玄蕃町・ふかくさふじのもりげんはﾞちよう

　　６１２-０８６３・京都府京都市伏見区深草藤森町・ふかくさふじのもりちよう

　　６１２-８４３８・京都府京都市伏見区深草フチ町・ふかくさふちちよう

　　６１２-０８７１・京都府京都市伏見区深草坊町・ふかくさほﾞうちよう

　　６１２-０８８５・京都府京都市伏見区深草宝塔寺山町・ふかくさほうとうじやまちよう

　　６１２-０８１２・京都府京都市伏見区深草坊山町・ふかくさほﾞうやまちよう

　　６１２-００２６・京都府京都市伏見区深草堀田町・ふかくさほつたちよう

　　６１２-０８３９・京都府京都市伏見区深草本寺山町・ふかくさほんじやまちよう

　　６１２-００３６・京都府京都市伏見区深草南蓮池町・ふかくさみなみはすいけちよう

　　６１２-０８２７・京都府京都市伏見区深草宮谷町・ふかくさみやたにちよう

　　６１２-０８１７・京都府京都市伏見区深草向ケ原町・ふかくさむかいがはらちよう

　　６１２-８４０４・京都府京都市伏見区深草向川原町・ふかくさむかいがわらちよう

　　６１２-０８６１・京都府京都市伏見区深草向畑町・ふかくさむかいはたちよう

　　６１２-０００５・京都府京都市伏見区深草森吉町・ふかくさもりよしちよう

　　６１２-０８８２・京都府京都市伏見区深草薮之内町・ふかくさやぶのうちちよう

　　６１２-００８２・京都府京都市伏見区深草山村町・ふかくさやまむらちよう

　　６１２-００４２・京都府京都市伏見区深草芳永町・ふかくさよしながちよう

　　６１２-００４３・京都府京都市伏見区深草芳本町・ふかくさよしもとちよう

　　６１２-０００８・京都府京都市伏見区深草六反田町・ふかくさろくたんだちよう

　　６１２-００２２・京都府京都市伏見区深草綿森町・ふかくさわたもりちよう



　　６１２-０８３６・京都府京都市伏見区深草大亀谷安信町・ふかくさおおかめだにあんしんちよう

　　６１２-０８３３・京都府京都市伏見区深草大亀谷岩山町・ふかくさおおかめだにいわやまちよう

　　６１２-０８４２・京都府京都市伏見区深草大亀谷大谷町・ふかくさおおかめだにおおたにちよう

　　６１２-０８４７・京都府京都市伏見区深草大亀谷大山町・ふかくさおおかめだにおおやまちよう

　　６１２-００４８・京都府京都市伏見区深草大亀谷金森出雲町・ふかくさおおかめだにかなもりいずも

ちよう

　　６１２-０８５２・京都府京都市伏見区深草大亀谷五郎太町・ふかくさおおかめだにごろうたちよう

　　６１２-０８４５・京都府京都市伏見区深草大亀谷敦賀町・ふかくさおおかめだにつるがちよう

　　６１２-００４７・京都府京都市伏見区深草大亀谷内膳町・ふかくさおおかめだにないぜんちよう

　　６１２-０８６２・京都府京都市伏見区深草大亀谷西久宝寺町・ふかくさおおかめだににしきゆうほう

じちよう

　　６１２-０８４９・京都府京都市伏見区深草大亀谷西寺町・ふかくさおおかめだににしでらちよう

　　６１２-０８３２・京都府京都市伏見区深草大亀谷東安信町・ふかくさおおかめだにひがしあんしんち

よう

　　６１２-０８４１・京都府京都市伏見区深草大亀谷東久宝寺町・ふかくさおおかめだにひがしきゆうほ

うじちよう

　　６１２-０８４８・京都府京都市伏見区深草大亀谷東寺町・ふかくさおおかめだにひがしでらちよう

　　６１２-０８４４・京都府京都市伏見区深草大亀谷東古御香町・ふかくさおおかめだにひがしふるごこ

うちよう

　　６１２-０８４３・京都府京都市伏見区深草大亀谷古御香町・ふかくさおおかめだにふるごこうちよう

　　６１２-０８４６・京都府京都市伏見区深草大亀谷万帖敷町・ふかくさおおかめだにまんじようじきち

よう

　　６１２-００４６・京都府京都市伏見区深草大亀谷八島町・ふかくさおおかめだにやしまちよう

　　６１２-０８５１・京都府京都市伏見区深草大亀谷六躰町・ふかくさおおかめだにろくたいちよう

　　６１２-０８８９・京都府京都市伏見区深草直違橋・ ふかくさすじかいはﾞじ

　　６１２-０８６７・京都府京都市伏見区深草直違橋片町・ふかくさすじかいはﾞしかたまち

　　６１２-０８６８・京都府京都市伏見区深草直違橋南・ふかくさすじかいはﾞしみなみ

　　６１２-０８６９・京都府京都市伏見区深草直違橋北・ふかくさすじかいはﾞしきた

　　６１２-８１０８・京都府京都市伏見区奉行前町・ぶぎようまえちよう

　　６１２-８３３８・京都府京都市伏見区舞台町・ぶたいちよう

　　６１２-８０５８・京都府京都市伏見区風呂屋町・ふろやまち

　　６１２-８１０６・京都府京都市伏見区豊後橋町・ぶんごはﾞしちよう

　　６１２-８０５５・京都府京都市伏見区伯耆町・ほうきちよう

　　６１２-８３１７・京都府京都市伏見区堀詰町・ほりつﾞめちよう

　　６１２-８０７５・京都府京都市伏見区桝形町・ますがたちよう

　　６１２-８３２２・京都府京都市伏見区桝屋町・ますやちよう

　　６１２-８３４６・京都府京都市伏見区松屋町・まつやちよう

　　６１２-８２３３・京都府京都市伏見区三栖町・みすちよう

　　６１２-８２３２・京都府京都市伏見区三栖半町・みすはんちよう

　　６１２-８２２７・京都府京都市伏見区三栖向町・みすむこうちよう

　　６１２-８０５４・京都府京都市伏見区御堂前町・みどうまえちよう

　　６１２-８０７６・京都府京都市伏見区南尼崎町・みなみあまがさきちよう

　　６１２-８２２８・京都府京都市伏見区南新地・みなみしんち

　　６１２-８３７９・京都府京都市伏見区南寝小屋町・みなみねこやちよう

　　６１２-８０４５・京都府京都市伏見区南浜町・みなみはまちよう

　　６１２-８１５８・京都府京都市伏見区向島上五反田・むかいじまかみごたんだ

　　６１２-８１５１・京都府京都市伏見区向島上林町・むかいじまかんはﾞやしちよう

　　６１２-８１２２・京都府京都市伏見区向島庚申町・むかいじまこうしんちよう

　　６１２-８１３４・京都府京都市伏見区向島清水町・むかいじましみずちよう

　　６１３-０９１３・京都府京都市伏見区向島下五反田・むかいじましもごたんだ

　　６１２-８１１４・京都府京都市伏見区向島下之町・むかいじましものちよう

　　６１２-８１５２・京都府京都市伏見区向島新上林・ むかいじましんかんはﾞやじ

　　６１２-８１２４・京都府京都市伏見区向島吹田河原町・むかいじますいたがわらちよう

　　６１２-８１２１・京都府京都市伏見区向島善阿弥町・むかいじまぜんあみちよう

　　６１２-８１５７・京都府京都市伏見区向島大黒・むかいじまだいこく

　　６１２-８１３３・京都府京都市伏見区向島鷹場町・むかいじまたかはﾞちよう

　　６１２-８１２３・京都府京都市伏見区向島立河原町・むかいじまたてがわらちよう

　　６１２-８１５４・京都府京都市伏見区向島津田町・むかいじまつだちよう

　　６１２-８１２５・京都府京都市伏見区向島東泉寺町・むかいじまとうせんじちよう

　　６１２-８１１３・京都府京都市伏見区向島中島町・むかいじまなかじまちよう

　　６１２-８１１５・京都府京都市伏見区向島中之町・むかいじまなかのちよう

　　６１２-８１５６・京都府京都市伏見区向島西定請・むかいじまにしじよううけ

　　６１２-８１１６・京都府京都市伏見区向島西堤町・むかいじまにしつつみちよう

　　６１２-８１４１・京都府京都市伏見区向島二ノ丸町・むかいじまにのまるちよう

　　６１２-８１５３・京都府京都市伏見区向島二本柳・むかいじまにほんやなぎ

　　６１２-８１１１・京都府京都市伏見区向島橋詰町・むかいじまはしつﾞめちよう

　　６１２-８１５５・京都府京都市伏見区向島東定請・むかいじまひがしじよううけ

　　６１２-８１３２・京都府京都市伏見区向島藤ノ木町・むかいじまふじのきちよう

　　６１２-８１１２・京都府京都市伏見区向島本丸町・むかいじまほんまるちよう

　　６１２-８２６６・京都府京都市伏見区向島又兵衛・むかいじままたべえ



　　６１２-８１３１・京都府京都市伏見区向島丸町・むかいじままるまち

　　６１２-８１３６・京都府京都市伏見区向島四ツ谷池・むかいじまよつやいけ

　　６１２-８１３５・京都府京都市伏見区向島渡シ場町・むかいじまわたしはﾞちよう

　　６１２-８３６９・京都府京都市伏見区村上町・むらかみちよう

　　６１２-８３７３・京都府京都市伏見区毛利町・もうりちよう

　　６１２-８０４３・京都府京都市伏見区本材木町・もとざいもくちよう

　　６１２-００７１・京都府京都市伏見区桃山井伊掃部東町・ももやまいいかもんひがしまち

　　６１２-００７４・京都府京都市伏見区桃山井伊掃部西町・ももやまいいかもんにしまち

　　６１２-０８３５・京都府京都市伏見区桃山紅雪町・ももやまこうせつちよう

　　６１２-８０３２・京都府京都市伏見区桃山筑前台町・ももやまちくぜんだいまち

　　６１２-００７２・京都府京都市伏見区桃山筒井伊賀東町・ももやまつついいがひがしまち

　　６１２-００７３・京都府京都市伏見区桃山筒井伊賀西町・ももやまつついいがにしまち

　　６１２-００５７・京都府京都市伏見区桃山長岡越中東町・ももやまながおかえつちゆうひがしまち

　　６１２-００５８・京都府京都市伏見区桃山長岡越中南町・ももやまながおかえつちゆうみなみまち

　　６１２-００５６・京都府京都市伏見区桃山長岡越中北町・ももやまながおかえつちゆうきたまち

　　６１２-００６６・京都府京都市伏見区桃山羽柴長吉中町・ももやまはしはﾞちようきちなかまち

　　６１２-００６５・京都府京都市伏見区桃山羽柴長吉東町・ももやまはしはﾞちようきちひがしまち

　　６１２-００６７・京都府京都市伏見区桃山羽柴長吉西町・ももやまはしはﾞちようきちにしまち

　　６１２-００６８・京都府京都市伏見区桃山福島太夫西町・ももやまふくしまだゆうにしまち

　　６１２-００６２・京都府京都市伏見区桃山福島太夫南町・ももやまふくしまだゆうみなみまち

　　６１２-００６１・京都府京都市伏見区桃山福島太夫北町・ももやまふくしまだゆうきたまち

　　６１２-００５５・京都府京都市伏見区桃山水野左近東町・ももやまみずのさこんひがしまち

　　６１２-００５９・京都府京都市伏見区桃山水野左近西町・ももやまみずのさこんにしまち

　　６１２-８０１７・京都府京都市伏見区桃山南大島町・ももやまみなみおおしまちよう

　　６１２-００６３・京都府京都市伏見区桃山毛利長門東町・ももやまもうりながとひがしまち

　　６１２-００６４・京都府京都市伏見区桃山毛利長門西町・ももやまもうりながとにしまち

　　６１２-００５４・京都府京都市伏見区桃山最上町・ももやまもがみちよう

　　６１２-８０２５・京都府京都市伏見区桃山与五郎町・ももやまよごろうちよう

　　６１２-０８３４・京都府京都市伏見区桃山町安芸山・ももやまちようあきやま

　　６１２-８０２６・京都府京都市伏見区桃山町伊賀・ももやまちよういが

　　６１２-８０１５・京都府京都市伏見区桃山町和泉・ももやまちよういずみ

　　６１２-８０２８・京都府京都市伏見区桃山町板倉周防・ももやまちよういたくらすおう

　　６１２-８００７・京都府京都市伏見区桃山町因幡・ももやまちよういなはﾞ

　　６１２-８０１１・京都府京都市伏見区桃山町伊庭・ももやまちよういはﾞ

　　６１２-０８５３・京都府京都市伏見区桃山町大蔵・ももやまちようおおくら

　　６１２-８００６・京都府京都市伏見区桃山町大島・ももやまちようおおしま

　　６１２-８０１４・京都府京都市伏見区桃山町大津町・ももやまちようおおつまち

　　６１２-８２２６・京都府京都市伏見区桃山町金井戸島・ももやまちようかないどじま

　　６１２-８０８８・京都府京都市伏見区桃山町金森出雲・ももやまちようかなもりいずも

　　６１２-０８３１・京都府京都市伏見区桃山町古城山・ももやまちようこじようざん

　　６１２-０８５４・京都府京都市伏見区桃山町島津・ももやまちようしまつﾞ

　　６１２-８０２１・京都府京都市伏見区桃山町下野・ももやまちようしもずけ

　　６１２-００８６・京都府京都市伏見区桃山町真斉・ももやまちようしんさい

　　６１２-８０１９・京都府京都市伏見区桃山町新町・ももやまちようしんまち

　　６１２-８０２２・京都府京都市伏見区桃山町駿河・ももやまちようするが

　　６１２-８０３４・京都府京都市伏見区桃山町泰長老・ももやまちようたいちようろう

　　６１２-８０３６・京都府京都市伏見区桃山町立売・ももやまちようたちうり

　　６１２-００５３・京都府京都市伏見区桃山町丹下・ももやまちようたんげ

　　６１２-８０１８・京都府京都市伏見区桃山町丹後・ももやまちようたんご

　　６１２-８２２３・京都府京都市伏見区桃山町弾正島・ももやまちようだんじようじま

　　６１２-８０１２・京都府京都市伏見区桃山町遠山・ももやまちようとおやま

　　６１２-０８５５・京都府京都市伏見区桃山町永井久太郎・ももやまちようながいきゆうたろう

　　６１２-８００５・京都府京都市伏見区桃山町中島町・ももやまちようなかじまちよう

　　６１２-８０３７・京都府京都市伏見区桃山町鍋島・ももやまちようなべしま

　　６１２-８００３・京都府京都市伏見区桃山町西尾・ももやまちようにしお

　　６１２-８０１３・京都府京都市伏見区桃山町西町・ももやまちようにしまち

　　６１２-８０２４・京都府京都市伏見区桃山町根来・ももやまちようねごろ

　　６１２-８００８・京都府京都市伏見区桃山町東町・ももやまちようひがしまち

　　６１２-８００１・京都府京都市伏見区桃山町日向・ももやまちようひゆうが

　　６１２-８０２７・京都府京都市伏見区桃山町本多上野・ももやまちようほんだこうずけ

　　６１２-０８５６・京都府京都市伏見区桃山町正宗・ももやまちようまさむね

　　６１２-８００４・京都府京都市伏見区桃山町町並・ももやまちようまちなみ

　　６１２-８０３１・京都府京都市伏見区桃山町松平筑前・ももやまちようまつだいらちくぜん

　　６１２-８０３３・京都府京都市伏見区桃山町松平武蔵・ ももやまちようまつだいらむさじ

　　６１２-８０２９・京都府京都市伏見区桃山町三河・ももやまちようみかわ

　　６１２-８００９・京都府京都市伏見区桃山町見附町・ももやまちようみつけちよう

　　６１２-８０２３・京都府京都市伏見区桃山町美濃・ももやまちようみの

　　６１２-８００２・京都府京都市伏見区桃山町山ノ下・ももやまちようやまのした

　　６１２-８０１６・京都府京都市伏見区桃山町養斉・ももやまちようようさい

　　６１２-８３６７・京都府京都市伏見区山崎町・やまざきちよう



　　６１２-８３２３・京都府京都市伏見区大和町・やまとちよう

　　６１２-００８４・京都府京都市伏見区鑓屋町・やりやまち

　　６１２-８２０４・京都府京都市伏見区八幡町・やわたちよう

　　６１２-８２５２・京都府京都市伏見区横大路一本木・よこおおじいつほﾟんぎ

　　６１２-８２９６・京都府京都市伏見区横大路柿ノ本町・よこおおじかきのもとちよう

　　６１２-８２８１・京都府京都市伏見区横大路上ノ浜町・よこおおじかみのはまちよう

　　６１２-８２５４・京都府京都市伏見区横大路北ノ口町・よこおおじきたのくちちよう

　　６１２-８２９７・京都府京都市伏見区横大路貴船・よこおおじきふね

　　６１２-８４８３・京都府京都市伏見区横大路草津町・よこおおじくさつちよう

　　６１２-８２８４・京都府京都市伏見区横大路畔ノ内・よこおおじくろのうち

　　６１２-８２９５・京都府京都市伏見区横大路鍬ノ本・よこおおじくわのもと

　　６１２-８２６１・京都府京都市伏見区横大路西海道・よこおおじさいかいどう

　　６１２-８２４６・京都府京都市伏見区横大路芝生・よこおおじしはﾞふ

　　６１２-８２６３・京都府京都市伏見区横大路下ノ坪・よこおおじしものつほﾞ

　　６１２-８２９２・京都府京都市伏見区横大路朱雀・よこおおじしゆじやく

　　６１２-８２６２・京都府京都市伏見区横大路神宮寺・よこおおじじんぐうじ

　　６１２-８２５１・京都府京都市伏見区横大路菅本・よこおおじすがもと

　　６１２-８２４４・京都府京都市伏見区横大路千両松町・よこおおじせんりようまつちよう

　　６１２-８２８５・京都府京都市伏見区横大路龍ケ池・よこおおじたつがいけ

　　６１２-８２９１・京都府京都市伏見区横大路天王後・よこおおじてんのうごう

　　６１２-８２９４・京都府京都市伏見区横大路天王前・よこおおじてんのうまえ

　　６１２-８２５７・京都府京都市伏見区横大路富ノ森町・よこおおじとみのもりちよう

　　６１２-８２８７・京都府京都市伏見区横大路中ノ島町・よこおおじなかのしまちよう

　　６１２-８４８２・京都府京都市伏見区横大路中ノ庄町・よこおおじなかのしようちよう

　　６１２-８２８６・京都府京都市伏見区横大路長畑町・よこおおじながはたちよう

　　６１２-８２４９・京都府京都市伏見区横大路沼・よこおおじぬま

　　６１２-８２９３・京都府京都市伏見区横大路橋本・よこおおじはしもと

　　６１２-８２８２・京都府京都市伏見区横大路畑中町・よこおおじはたなかちよう

　　６１２-８２５３・京都府京都市伏見区横大路八反田・よこおおじはつたんだ

　　６１２-８４８１・京都府京都市伏見区横大路東裏町・よこおおじひがしうらちよう

　　６１２-８２５６・京都府京都市伏見区横大路前川町・よこおおじまえがわちよう

　　６１２-８２６４・京都府京都市伏見区横大路松林・ よこおおじまつはﾞやじ

　　６１２-８２８３・京都府京都市伏見区横大路向ヒ・よこおおじむかい

　　６１２-８２５５・京都府京都市伏見区横大路六反畑・よこおおじろくたんはた

　　６１２-８２４２・京都府京都市伏見区横大路下三栖梶原町・よこおおじしもみすかじわらちよう

　　６１２-８２３６・京都府京都市伏見区横大路下三栖里ノ内・よこおおじしもみすさとのうち

　　６１２-８２４３・京都府京都市伏見区横大路下三栖城ノ前町・よこおおじしもみすじようのまえちよ

う

　　６１２-８２４１・京都府京都市伏見区横大路下三栖辻堂町・よこおおじしもみすつじどうちよう

　　６１２-８２４７・京都府京都市伏見区横大路下三栖南郷・よこおおじしもみすなんごう

　　６１２-８２３５・京都府京都市伏見区横大路下三栖東ノ口・よこおおじしもみすひがしのくち

　　６１２-８２４５・京都府京都市伏見区横大路下三栖宮ノ後・よこおおじしもみすみやのごう

　　６１２-８２３８・京都府京都市伏見区横大路下三栖山殿・よこおおじしもみすやまでん

　　６１２-８２３７・京都府京都市伏見区横大路三栖池田屋敷町・よこおおじみすいけだやしきちよう

　　６１２-８２３４・京都府京都市伏見区横大路三栖木下屋敷町・よこおおじみすきのしたやしきちよう

　　６１２-８２０５・京都府京都市伏見区横大路三栖大黒町・よこおおじみすだいこくちよう

　　６１２-８２３９・京都府京都市伏見区横大路三栖泥町跡町・よこおおじみすどろまちあとちよう

　　６１２-８２０７・京都府京都市伏見区横大路三栖山城屋敷町・よこおおじみすやましろやしきちよう

　　６１２-８２２５・京都府京都市伏見区葭島金井戸町・よしじまかないどちよう

　　６１２-８２２４・京都府京都市伏見区葭島矢倉町・よしじまやぐらちよう

　　６１２-８２６５・京都府京都市伏見区葭島渡場島町・よしじまわたしはﾞじまちよう

　　６１３-０９０４・京都府京都市伏見区淀池上町・よどいけがみちよう

　　６１３-０９０７・京都府京都市伏見区淀大下津町・よどおおしもつﾞちよう

　　６１３-０９１２・京都府京都市伏見区淀川顔町・よどかわつﾞらちよう

　　６１３-０９１１・京都府京都市伏見区淀木津町・よどきつﾞちよう

　　６１３-０９１５・京都府京都市伏見区淀際目町・よどさいめちよう

　　６１３-０９０５・京都府京都市伏見区淀下津町・よどしもつﾞちよう

　　６１３-０９０６・京都府京都市伏見区淀新町・よどしんまち

　　６１３-０９１４・京都府京都市伏見区淀生津町・よどなまつﾞちよう

　　６１３-０９０１・京都府京都市伏見区淀樋爪町・よどひつﾞめちよう

　　６１３-０９０３・京都府京都市伏見区淀本町・よどほんまち

　　６１３-０９０２・京都府京都市伏見区淀水垂町・よどみずたれちよう

　　６１３-０９１６・京都府京都市伏見区淀美豆町・よどみつﾞちよう

　　６１２-８０８２・京都府京都市伏見区両替町・りようがえまち

　　６０７-００００・京都府京都市山科区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６０７-８００３・京都府京都市山科区安朱稲荷山町・あんしゆいなりやまちよう

　　６０７-８０１８・京都府京都市山科区安朱奥ノ田・あんしゆおくのだ

　　６０７-８０１７・京都府京都市山科区安朱川向町・あんしゆかわむかいちよう

　　６０７-８００９・京都府京都市山科区安朱北屋敷町・あんしゆきたやしきちよう

　　６０７-８０１２・京都府京都市山科区安朱桟敷町・あんしゆさじきちよう



　　６０７-８００５・京都府京都市山科区安朱堂ノ後町・あんしゆどうのうしろちよう

　　６０７-８０１３・京都府京都市山科区安朱中小路町・あんしゆなかこうじちよう

　　６０７-８０１６・京都府京都市山科区安朱中溝町・あんしゆなかみぞちよう

　　６０７-８００７・京都府京都市山科区安朱馬場ノ西町・あんしゆはﾞはﾞのにしちよう

　　６０７-８００６・京都府京都市山科区安朱馬場ノ東町・あんしゆはﾞはﾞのひがしちよう

　　６０７-８００８・京都府京都市山科区安朱東海道町・あんしゆひがしかいどうちよう

　　６０７-８００２・京都府京都市山科区安朱東谷・あんしゆひがしだに

　　６０７-８００１・京都府京都市山科区安朱毘沙門堂町・あんしゆびしやもんどうちよう

　　６０７-８０１１・京都府京都市山科区安朱南屋敷町・あんしゆみなみやしきちよう

　　６０７-８００４・京都府京都市山科区安朱屋敷町・あんしゆやしきちよう

　　６０７-８０１５・京都府京都市山科区安朱山川町・あんしゆやまかわちよう

　　６０７-８０１４・京都府京都市山科区安朱山田・あんしゆやまだ

　　６０７-８４４１・京都府京都市山科区上野御所ノ内町・うえのごしよのうちちよう

　　６０７-８４４３・京都府京都市山科区上野寺井町・うえのてらいちよう

　　６０７-８４４２・京都府京都市山科区上野山田・うえのやまだ

　　６０７-８１２３・京都府京都市山科区大塚大岩・おおつかおおいわ

　　６０７-８１３４・京都府京都市山科区大塚北溝町・おおつかきたみぞちよう

　　６０７-８１２２・京都府京都市山科区大塚高岩・おおつかたかいわ

　　６０７-８１３６・京都府京都市山科区大塚丹田・おおつかたんだ

　　６０７-８１２４・京都府京都市山科区大塚檀ノ浦・おおつかだんのうら

　　６０７-８１３３・京都府京都市山科区大塚中溝・おおつかなかみぞ

　　６０７-８１２５・京都府京都市山科区大塚西浦町・おおつかにしうらちよう

　　６０７-８１３５・京都府京都市山科区大塚野溝町・おおつかのみぞちよう

　　６０７-８１３１・京都府京都市山科区大塚南溝町・おおつかみなみみぞちよう

　　６０７-８１２１・京都府京都市山科区大塚向畑町・おおつかむかいはﾞたちよう

　　６０７-８１２６・京都府京都市山科区大塚元屋敷町・おおつかもとやしきちよう

　　６０７-８１３２・京都府京都市山科区大塚森町・おおつかもりちよう

　　６０７-８１８７・京都府京都市山科区大宅石郡町・おおやけいしごおりちよう

　　６０７-８１７２・京都府京都市山科区大宅岩屋殿・おおやけいわやでん

　　６０７-８１８１・京都府京都市山科区大宅打明町・おおやけうちあけちよう

　　６０７-８１７３・京都府京都市山科区大宅奥山田・おおやけおくやまだ

　　６０７-８１９１・京都府京都市山科区大宅烏田町・おおやけからすだちよう

　　６０７-８１８５・京都府京都市山科区大宅神納町・おおやけかんのうちよう

　　６０７-８１８４・京都府京都市山科区大宅甲ノ辻町・おおやけこうのつじちよう

　　６０７-８１９２・京都府京都市山科区大宅御供田町・おおやけごくでんちよう

　　６０７-８１７９・京都府京都市山科区大宅御所田町・おおやけごしよでんちよう

　　６０７-８１７１・京都府京都市山科区大宅御所山・おおやけごしよやま

　　６０７-８１７８・京都府京都市山科区大宅五反畑町・おおやけごたんはﾞたちよう

　　６０７-８１８２・京都府京都市山科区大宅坂ノ辻町・おおやけさかのつじちよう

　　６０７-８１９４・京都府京都市山科区大宅桟敷・おおやけさじき

　　６０７-８１９３・京都府京都市山科区大宅沢町・おおやけさわちよう

　　６０７-８１８８・京都府京都市山科区大宅関生町・おおやけせきしようちよう

　　６０７-８１８３・京都府京都市山科区大宅辻脇町・おおやけつじわきちよう

　　６０７-８１７４・京都府京都市山科区大宅鳥井脇町・おおやけとりいわきちよう

　　６０７-８１７６・京都府京都市山科区大宅中小路町・おおやけなかこうじちよう

　　６０７-８１７７・京都府京都市山科区大宅古海道町・おおやけふるかいどうちよう

　　６０７-８１８９・京都府京都市山科区大宅細田町・おおやけほそだちよう

　　６０７-８１７０・京都府京都市山科区大宅向山・おおやけむかいやま

　　６０７-８１７５・京都府京都市山科区大宅山田・おおやけやまだ

　　６０７-８１８６・京都府京都市山科区大宅早稲ノ内町・おおやけわせのうちちよう

　　６０７-８０７２・京都府京都市山科区音羽伊勢宿町・おとわいせじゆくちよう

　　６０７-８０６８・京都府京都市山科区音羽稲芝・おとわいなしはﾞ

　　６０７-８０７４・京都府京都市山科区音羽乙出町・おとわおつでちよう

　　６０７-８０６１・京都府京都市山科区音羽草田町・おとわくさだちよう

　　６０７-８０７７・京都府京都市山科区音羽沢町・おとわさわちよう

　　６０７-８０６５・京都府京都市山科区音羽山等地・おとわさんとうじ

　　６０７-８０７１・京都府京都市山科区音羽千本町・おとわせんほﾞんちよう

　　６０７-８０６２・京都府京都市山科区音羽珍事町・おとわちんじちよう

　　６０７-８０６９・京都府京都市山科区音羽中芝町・おとわなかしはﾞちよう

　　６０７-８０７３・京都府京都市山科区音羽西林・ おとわにしはﾞやじ

　　６０７-８０７５・京都府京都市山科区音羽野田町・おとわのだちよう

　　６０７-８０６４・京都府京都市山科区音羽八ノ坪・おとわはちのつほﾞ

　　６０７-８０７８・京都府京都市山科区音羽初田町・おとわはつだちよう

　　６０７-８０６３・京都府京都市山科区音羽平林町・おとわひらはﾞやしちよう

　　６０７-８０６７・京都府京都市山科区音羽前田町・おとわまえだちよう

　　６０７-８０７９・京都府京都市山科区音羽前出町・おとわまえでちよう

　　６０７-８０６６・京都府京都市山科区音羽森廻り町・おとわもりまわりちよう

　　６０７-８０７６・京都府京都市山科区音羽役出町・おとわやくでちよう

　　６０７-８２５１・京都府京都市山科区小野蚊ケ瀬町・おのかがせちよう

　　６０７-８２６１・京都府京都市山科区小野鐘付田町・おのかねつきでんちよう



　　６０７-８２５２・京都府京都市山科区小野河原町・おのかわらちよう

　　６０７-８２５５・京都府京都市山科区小野御所ノ内町・おのごしよのうちちよう

　　６０７-８２５７・京都府京都市山科区小野御霊町・おのごりようちよう

　　６０７-８２５６・京都府京都市山科区小野荘司町・おのしようじちよう

　　６０７-８２５４・京都府京都市山科区小野高芝町・おのたかしはﾞちよう

　　６０７-８２５９・京都府京都市山科区小野葛篭尻町・おのつつﾞらじりちよう

　　６０７-８２５８・京都府京都市山科区小野西浦・おのにしうら

　　６０７-８２５３・京都府京都市山科区小野弓田町・おのゆみでんちよう

　　６０７-８４６１・京都府京都市山科区上花山旭山町・かみかざんあさひやまちよう

　　６０７-８４６４・京都府京都市山科区上花山久保町・かみかざんくほﾞちよう

　　６０７-８４６３・京都府京都市山科区上花山講田町・かみかざんこうだちよう

　　６０７-８４６５・京都府京都市山科区上花山坂尻・かみかざんさかじり

　　６０７-８４６６・京都府京都市山科区上花山桜谷・かみかざんさくらだに

　　６０７-８４６２・京都府京都市山科区上花山花ノ岡町・かみかざんはなのおかちよう

　　６０７-８３２１・京都府京都市山科区川田岩ケ谷・かわたいわがたに

　　６０７-８３２９・京都府京都市山科区川田梅ケ谷町・かわたうめがたにちよう

　　６０７-８３２６・京都府京都市山科区川田御出町・かわたおいでちよう

　　６０７-８３２３・京都府京都市山科区川田岡ノ西・ かわたおかのにじ

　　６０７-８３３４・京都府京都市山科区川田欠ノ上・かわたかけのうえ

　　６０７-８３２２・京都府京都市山科区川田清水焼団地町・かわたきよみずやきだんちちよう

　　６０７-８３２５・京都府京都市山科区川田土仏・かわたつちほﾞとけ

　　６０７-８３２４・京都府京都市山科区川田百々・かわたどど

　　６０７-８３３６・京都府京都市山科区川田中畑町・かわたなかはﾞたちよう

　　６０７-８３３２・京都府京都市山科区川田西浦町・かわたにしうらちよう

　　６０７-８３３７・京都府京都市山科区川田菱尾田・かわたひしおだ

　　６０７-８３３３・京都府京都市山科区川田前畑町・かわたまえはたちよう

　　６０７-８３３１・京都府京都市山科区川田御輿塚町・かわたみこしつﾞかちよう

　　６０７-８３３５・京都府京都市山科区川田南畑町・かわたみなみはﾞたちよう

　　６０７-８３２８・京都府京都市山科区川田南山・かわたみなみやま

　　６０７-８３２７・京都府京都市山科区川田山田・かわたやまだ

　　６０７-８２１７・京都府京都市山科区勧修寺閑林寺・かんしゆうじかんりんじ

　　６０７-８２３８・京都府京都市山科区勧修寺北大日・かんしゆうじきただいにち

　　６０７-８２３７・京都府京都市山科区勧修寺北大日町・かんしゆうじきただいにちちよう

　　６０７-８２１８・京都府京都市山科区勧修寺御所内町・かんしゆうじごしようちちよう

　　６０７-８２３６・京都府京都市山科区勧修寺小松原町・かんしゆうじこまつはﾞらちよう

　　６０７-８２４２・京都府京都市山科区勧修寺柴山・かんしゆうじしはﾞやま

　　６０７-８２２７・京都府京都市山科区勧修寺下ノ茶屋町・かんしゆうじしものちややちよう

　　６０７-８２２３・京都府京都市山科区勧修寺瀬戸河原町・かんしゆうじせとがわらちよう

　　６０７-８２２９・京都府京都市山科区勧修寺泉玉町・かんしゆうじせんぎよくちよう

　　６０７-８２３１・京都府京都市山科区勧修寺堂田・かんしゆうじどうでん

　　６０７-８２１５・京都府京都市山科区勧修寺縄手町・かんしゆうじなわてちよう

　　６０７-８２２６・京都府京都市山科区勧修寺仁王堂町・かんしゆうじにおうどうちよう

　　６０７-８２２１・京都府京都市山科区勧修寺西金ケ崎・かんしゆうじにしかながさき

　　６０７-８２２５・京都府京都市山科区勧修寺西北出町・かんしゆうじにしきたでちよう

　　６０７-８２１２・京都府京都市山科区勧修寺西栗栖野町・かんしゆうじにしくりすのちよう

　　６０７-８２４１・京都府京都市山科区勧修寺冷尻・かんしゆうじひえじり

　　６０７-８２１３・京都府京都市山科区勧修寺東金ケ崎町・かんしゆうじひがしかながさきちよう

　　６０７-８２２４・京都府京都市山科区勧修寺東北出町・かんしゆうじひがしきたでちよう

　　６０７-８２１１・京都府京都市山科区勧修寺東栗栖野町・かんしゆうじひがしくりすのちよう

　　６０７-８２１６・京都府京都市山科区勧修寺東出町・かんしゆうじひがしでちよう

　　６０７-８２２２・京都府京都市山科区勧修寺東堂田町・かんしゆうじひがしどうでんちよう

　　６０７-８２１４・京都府京都市山科区勧修寺平田町・かんしゆうじひらたちよう

　　６０７-８２３２・京都府京都市山科区勧修寺福岡町・かんしゆうじふくおかちよう

　　６０７-８２１９・京都府京都市山科区勧修寺風呂尻町・かんしゆうじふろじりちよう

　　６０７-８２２８・京都府京都市山科区勧修寺本堂山町・かんしゆうじほんどうやまちよう

　　６０７-８２３９・京都府京都市山科区勧修寺丸山町・かんしゆうじまるやまちよう

　　６０７-８２３５・京都府京都市山科区勧修寺南大日・かんしゆうじみなみだいにち

　　６０７-８２３４・京都府京都市山科区勧修寺南大日町・かんしゆうじみなみだいにちちよう

　　６０７-８２３３・京都府京都市山科区勧修寺南谷町・かんしゆうじみなみだにちよう

　　６０７-８４８３・京都府京都市山科区北花山市田町・きたかざんいちだちよう

　　６０７-８４８２・京都府京都市山科区北花山大林町・きたかざんおおはやしちよう

　　６０７-８４７１・京都府京都市山科区北花山大峰町・きたかざんおおみねちよう

　　６０７-８４８５・京都府京都市山科区北花山上稚児ケ池・きたかざんかみちごがいけ

　　６０７-８４７６・京都府京都市山科区北花山河原町・きたかざんかわらちよう

　　６０７-８４７４・京都府京都市山科区北花山寺内町・きたかざんてらうちちよう

　　６０７-８４８１・京都府京都市山科区北花山中道町・きたかざんなかみちちよう

　　６０７-８４８４・京都府京都市山科区北花山西ノ野町・きたかざんにしののちよう

　　６０７-８４７２・京都府京都市山科区北花山山田町・きたかざんやまだちよう

　　６０７-８４７５・京都府京都市山科区北花山横田町・きたかざんよこたちよう

　　６０７-８４７３・京都府京都市山科区北花山六反田町・きたかざんろくたんだちよう



　　６０７-８２０３・京都府京都市山科区栗栖野打越町・くりすのうちこしちよう

　　６０７-８２０１・京都府京都市山科区栗栖野狐塚・くりすのきつねつﾞか

　　６０７-８２０２・京都府京都市山科区栗栖野中臣町・くりすのなかとみちよう

　　６０７-８２０４・京都府京都市山科区栗栖野華ノ木町・くりすのはなのきちよう

　　６０７-８１０３・京都府京都市山科区小山一石畑・こやまいつこくはﾞた

　　６０７-８１０７・京都府京都市山科区小山小川町・こやまおがわちよう

　　６０７-８１０１・京都府京都市山科区小山神無森町・こやまかみなしもりちよう

　　６０７-８１１５・京都府京都市山科区小山北林町・こやまきたはﾞやしちよう

　　６０７-８１１３・京都府京都市山科区小山北溝町・こやまきたみぞちよう

　　６０７-８１０６・京都府京都市山科区小山御坊ノ内町・こやまごほﾞうのうちちよう

　　６０７-８１０２・京都府京都市山科区小山下ノ池・こやましものいけ

　　６０７-８１０４・京都府京都市山科区小山谷田町・こやまたにだちよう

　　６０７-８１１６・京都府京都市山科区小山鎮守町・こやまちんじゆちよう

　　６０７-８１０８・京都府京都市山科区小山中島町・こやまなかじまちよう

　　６０７-８１１２・京都府京都市山科区小山中ノ川町・こやまなかのかわちよう

　　６０７-８１０９・京都府京都市山科区小山西御所町・こやまにしごしよちよう

　　６０７-８１１４・京都府京都市山科区小山姫子町・こやまひめこちよう

　　６０７-８１０５・京都府京都市山科区小山松原畑町・こやままつはらはﾞたちよう

　　６０７-８１１１・京都府京都市山科区小山南溝町・こやまみなみみぞちよう

　　６０７-８０２８・京都府京都市山科区四ノ宮岩久保町・しのみやいわくほﾞちよう

　　６０７-８０４１・京都府京都市山科区四ノ宮垣ノ内町・しのみやかきのうちちよう

　　６０７-８０３１・京都府京都市山科区四ノ宮鎌手町・しのみやかまてちよう

　　６０７-８０２７・京都府京都市山科区四ノ宮川原町・しのみやかわらちよう

　　６０７-８０３５・京都府京都市山科区四ノ宮神田町・しのみやかんだちよう

　　６０７-８０２１・京都府京都市山科区四ノ宮行者谷・しのみやぎようじやだに

　　６０７-８０２４・京都府京都市山科区四ノ宮熊ケ谷・しのみやくまがだに

　　６０７-８０２２・京都府京都市山科区四ノ宮小金塚・しのみやこがねつﾞか

　　６０７-８０３３・京都府京都市山科区四ノ宮芝畑町・しのみやしはﾞはたちよう

　　６０７-８０２３・京都府京都市山科区四ノ宮新開畑・しのみやしんかいはﾞた

　　６０７-８０４４・京都府京都市山科区四ノ宮泉水町・しのみやせんすいちよう

　　６０７-８０２９・京都府京都市山科区四ノ宮大将軍町・しのみやたいしようぐんちよう

　　６０７-８０４３・京都府京都市山科区四ノ宮中在寺町・しのみやちゆうざいじちよう

　　６０７-８０４５・京都府京都市山科区四ノ宮堂ノ後町・しのみやどうのごちよう

　　６０７-８０３２・京都府京都市山科区四ノ宮奈良野町・しのみやならのちよう

　　６０７-８０３４・京都府京都市山科区四ノ宮泓・しのみやふけ

　　６０７-８０４２・京都府京都市山科区四ノ宮南河原町・しのみやみなみがわらちよう

　　６０７-８０２５・京都府京都市山科区四ノ宮柳山町・しのみややなぎやまちよう

　　６０７-８０２６・京都府京都市山科区四ノ宮山田町・しのみややまだちよう

　　６０７-８４５３・京都府京都市山科区厨子奥尾上町・ずしおくおのえちよう

　　６０７-８４５６・京都府京都市山科区厨子奥花鳥町・ずしおくかちようちよう

　　６０７-８４５５・京都府京都市山科区厨子奥長通・ずしおくながみち

　　６０７-８４５４・京都府京都市山科区厨子奥苗代元町・ずしおくなわしろもとちよう

　　６０７-８４５２・京都府京都市山科区厨子奥矢倉町・ずしおくやくらちよう

　　６０７-８４５１・京都府京都市山科区厨子奥若林町・ずしおくわかはﾞやしちよう

　　６０７-８０８２・京都府京都市山科区竹鼻扇町・たけはなおうぎちよう

　　６０７-８０８３・京都府京都市山科区竹鼻木ノ本町・たけはなきのもとちよう

　　６０７-８０８７・京都府京都市山科区竹鼻サイカシ町・たけはなさいかしちよう

　　６０７-８０８８・京都府京都市山科区竹鼻地蔵寺南町・たけはなじぞうじみなみちよう

　　６０７-８０８６・京都府京都市山科区竹鼻四丁野町・たけはなしちようのちよう

　　６０７-８０８１・京都府京都市山科区竹鼻外田町・たけはなそとだちよう

　　６０７-８０８０・京都府京都市山科区竹鼻竹ノ街道町・たけはなたけのかいどうちよう

　　６０７-８０８４・京都府京都市山科区竹鼻立原町・たけはなたてはらちよう

　　６０７-８０８５・京都府京都市山科区竹鼻堂ノ前町・たけはなどうのまえちよう

　　６０７-８０８９・京都府京都市山科区竹鼻西ノ口町・たけはなにしのぐちちよう

　　６０７-８１６８・京都府京都市山科区椥辻池尻町・なぎつじいけじりちよう

　　６０７-８１６２・京都府京都市山科区椥辻草海道町・なぎつじくさかいどうちよう

　　６０７-８１６１・京都府京都市山科区椥辻中在家町・なぎつじちゆうざいけちよう

　　６０７-８１６９・京都府京都市山科区椥辻西浦町・なぎつじにしうらちよう

　　６０７-８１６４・京都府京都市山科区椥辻西潰・ なぎつじにしつぶじ

　　６０７-８１６６・京都府京都市山科区椥辻番所ケ口町・なぎつじはﾞんしようがぐちちよう

　　６０７-８１６０・京都府京都市山科区椥辻東浦町・なぎつじひがしうらちよう

　　６０７-８１６３・京都府京都市山科区椥辻東潰・ なぎつじひがしつぶじ

　　６０７-８１６５・京都府京都市山科区椥辻平田町・なぎつじひらたちよう

　　６０７-８１６７・京都府京都市山科区椥辻封シ川町・なぎつじふうしがわちよう

　　６０７-８３４３・京都府京都市山科区西野阿芸沢町・にしのあげざわちよう

　　６０７-８３４１・京都府京都市山科区西野今屋敷町・にしのいまやしきちよう

　　６０７-８３４４・京都府京都市山科区西野大手先町・にしのおおてさきちよう

　　６０７-８３５５・京都府京都市山科区西野大鳥井町・にしのおおとりいちよう

　　６０７-８３５２・京都府京都市山科区西野岸ノ下町・にしのきしのしたちよう

　　６０７-８３５６・京都府京都市山科区西野後藤・にしのごとう



　　６０７-８３５４・京都府京都市山科区西野小柳町・にしのこやなぎちよう

　　６０７-８３４７・京都府京都市山科区西野左義長町・にしのさぎちようちよう

　　６０７-８３４６・京都府京都市山科区西野山階町・にしのさんかいちよう

　　６０７-８３５３・京都府京都市山科区西野野色町・にしののいろちよう

　　６０７-８３５１・京都府京都市山科区西野八幡田町・にしのはちまんでんちよう

　　６０７-８３５７・京都府京都市山科区西野櫃川町・にしのひつがわちよう

　　６０７-８３４８・京都府京都市山科区西野広見町・にしのひろみちよう

　　６０７-８３５８・京都府京都市山科区西野楳本町・にしのむめもとちよう

　　６０７-８３４２・京都府京都市山科区西野様子見町・にしのようすみちよう

　　６０７-８３４５・京都府京都市山科区西野離宮町・にしのりきゆうちよう

　　６０７-８３０７・京都府京都市山科区西野山射庭ノ上町・にしのやまいはﾞのうえちよう

　　６０７-８３０９・京都府京都市山科区西野山岩ケ谷町・にしのやまいわがたにちよう

　　６０７-８３０２・京都府京都市山科区西野山欠ノ上町・にしのやまかけのうえちよう

　　６０７-８３０８・京都府京都市山科区西野山桜ノ馬場町・にしのやまさくらのはﾞはﾞちよう

　　６０７-８３０１・京都府京都市山科区西野山百々町・にしのやまどどちよう

　　６０７-８３０５・京都府京都市山科区西野山中臣町・にしのやまなかとみちよう

　　６０７-８３０６・京都府京都市山科区西野山中鳥井町・にしのやまなかとりいちよう

　　６０７-８３０３・京都府京都市山科区西野山中畑町・にしのやまなかはたちよう

　　６０７-８３０４・京都府京都市山科区西野山南畑町・にしのやまみなみはたちよう

　　６０７-８３１１・京都府京都市山科区西野山山田・にしのやまやまだ

　　６０７-８０９１・京都府京都市山科区八軒屋敷町・はちけんやしきちよう

　　６０７-８１４４・京都府京都市山科区東野井ノ上町・ひがしのいのうえちよう

　　６０７-８１５６・京都府京都市山科区東野片下リ町・ひがしのかたさがりちよう

　　６０７-８１４１・京都府京都市山科区東野北井ノ上町・ひがしのきたいのうえちよう

　　６０７-８１５５・京都府京都市山科区東野狐藪町・ひがしのきつねやぶちよう

　　６０７-８１５１・京都府京都市山科区東野竹田・ひがしのたけだ

　　６０７-８１４２・京都府京都市山科区東野中井ノ上町・ひがしのなかいのうえちよう

　　６０７-８１４５・京都府京都市山科区東野八反畑町・ひがしのはつたんはﾞたちよう

　　６０７-８１５３・京都府京都市山科区東野百拍子町・ひがしのひやくびようしちよう

　　６０７-８１４６・京都府京都市山科区東野舞台町・ひがしのぶたいちよう

　　６０７-８１４３・京都府京都市山科区東野南井ノ上町・ひがしのみなみいのうえちよう

　　６０７-８１４７・京都府京都市山科区東野森野町・ひがしのもりのちよう

　　６０７-８１５４・京都府京都市山科区東野門口町・ひがしのもんぐちちよう

　　６０７-８１５２・京都府京都市山科区東野八代・ひがしのやしろ

　　６０７-８０５１・京都府京都市山科区髭茶屋桃燈町・ひげちややちようちんちよう

　　６０７-８０５２・京都府京都市山科区髭茶屋屋敷町・ひげちやややしきちよう

　　６０７-８４９３・京都府京都市山科区日ノ岡朝田町・ひのおかあさだちよう

　　６０７-８４９８・京都府京都市山科区日ノ岡石塚町・ひのおかいしつﾞかちよう

　　６０７-８４９１・京都府京都市山科区日ノ岡一切経谷町・ひのおかいつさいきようだにちよう

　　６０７-８４９２・京都府京都市山科区日ノ岡夷谷町・ひのおかえびすだにちよう

　　６０７-８４９５・京都府京都市山科区日ノ岡鴨土町・ひのおかかもどちよう

　　６０７-８４９６・京都府京都市山科区日ノ岡坂脇町・ひのおかさかわきちよう

　　６０７-８４９４・京都府京都市山科区日ノ岡堤谷町・ひのおかつつみだにちよう

　　６０７-８４９７・京都府京都市山科区日ノ岡ホッパラ町・ひのおかほつはﾟらちよう

　　６０７-８４２９・京都府京都市山科区御陵荒巻町・みささぎあらまきちよう

　　６０７-８４０７・京都府京都市山科区御陵安祥寺町・みささぎあんしようじちよう

　　６０７-８４３３・京都府京都市山科区御陵池堤町・みささぎいけつつみちよう

　　６０７-８４１８・京都府京都市山科区御陵牛尾町・みささぎうしおちよう

　　６０７-８４０３・京都府京都市山科区御陵大岩・みささぎおおいわ

　　６０７-８４０４・京都府京都市山科区御陵大谷町・みささぎおおたにちよう

　　６０７-８４１１・京都府京都市山科区御陵大津畑町・みささぎおおつはﾞたちよう

　　６０７-８４３１・京都府京都市山科区御陵岡町・みささぎおかちよう

　　６０７-８４２１・京都府京都市山科区御陵岡ノ西町・みささぎおかのにしちよう

　　６０７-８４２５・京都府京都市山科区御陵上御廟野町・みささぎかみごびようのちよう

　　６０７-８４３２・京都府京都市山科区御陵鴨戸町・みささぎかもとちよう

　　６０７-８４２７・京都府京都市山科区御陵久保町・みささぎくほﾞちよう

　　６０７-８４０２・京都府京都市山科区御陵黒岩・みささぎくろいわ

　　６０７-８４０１・京都府京都市山科区御陵沢ノ川町・みささぎさわのかわちよう

　　６０７-８４１３・京都府京都市山科区御陵三蔵町・みささぎさんぞうちよう

　　６０７-８４１２・京都府京都市山科区御陵四丁野町・みささぎしちようのちよう

　　６０７-８４２６・京都府京都市山科区御陵下御廟野町・みささぎしもごびようのちよう

　　６０７-８４１６・京都府京都市山科区御陵進藤町・みささぎしんどうちよう

　　６０７-８４０５・京都府京都市山科区御陵田山町・みささぎたやまちよう

　　６０７-８４１９・京都府京都市山科区御陵檀ノ後・みささぎだんのうしろ

　　６０７-８４２８・京都府京都市山科区御陵血洗町・みささぎちあらいちよう

　　６０７-８４０９・京都府京都市山科区御陵天徳町・みささぎてんとくちよう

　　６０７-８４０８・京都府京都市山科区御陵鳥ノ向町・みささぎとりのむかいちよう

　　６０７-８４１４・京都府京都市山科区御陵中内町・みささぎなかうちちよう

　　６０７-８４１５・京都府京都市山科区御陵中筋町・みささぎなかすじちよう

　　６０７-８４２４・京都府京都市山科区御陵原西町・みささぎはらにしちよう



　　６０７-８４０６・京都府京都市山科区御陵平林町・みささぎひらはﾞやしちよう

　　６０７-８４２２・京都府京都市山科区御陵封ジ山町・みささぎふうじやまちよう

　　６０７-８４１７・京都府京都市山科区御陵別所町・みささぎべつしよちよう

　　６０７-８４２３・京都府京都市山科区御陵山ノ谷・みささぎやまのたに

　　６１０-００００・京都府京都市西京区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６１６-００２２・京都府京都市西京区嵐山朝月町・あらしやまあさつきちよう

　　６１６-００２７・京都府京都市西京区嵐山内田町・あらしやまうちだちよう

　　６１６-００１６・京都府京都市西京区嵐山上海道町・あらしやまかみかいどうちよう

　　６１６-０００１・京都府京都市西京区嵐山上河原町・あらしやまかみかわらちよう

　　６１６-０００７・京都府京都市西京区嵐山元録山町・あらしやまげんろくざんちよう

　　６１６-０００６・京都府京都市西京区嵐山虚空蔵山町・あらしやまこくぞうやまちよう

　　６１６-００１４・京都府京都市西京区嵐山谷ケ辻子町・あらしやまたにがつじこちよう

　　６１６-００１７・京都府京都市西京区嵐山茶尻町・あらしやまちやじりちよう

　　６１６-０００４・京都府京都市西京区嵐山中尾下町・あらしやまなかおしたちよう

　　６１６-０００３・京都府京都市西京区嵐山西一川町・あらしやまにしいちかわちよう

　　６１６-０００２・京都府京都市西京区嵐山東一川町・あらしやまひがしいちかわちよう

　　６１６-００１２・京都府京都市西京区嵐山東海道町・あらしやまひがしかいどうちよう

　　６１６-００１１・京都府京都市西京区嵐山樋ノ上町・あらしやまひのかみちよう

　　６１６-００１３・京都府京都市西京区嵐山風呂ノ橋町・あらしやまふろのはしちよう

　　６１６-００２５・京都府京都市西京区嵐山宮ノ北町・あらしやまみやのきたちよう

　　６１６-００２３・京都府京都市西京区嵐山宮ノ前町・あらしやまみやのまえちよう

　　６１６-００２４・京都府京都市西京区嵐山宮町・あらしやまみやまち

　　６１６-００２１・京都府京都市西京区嵐山森ノ前町・あらしやまもりのまえちよう

　　６１６-００２６・京都府京都市西京区嵐山薬師下町・あらしやまやくししたちよう

　　６１６-０００５・京都府京都市西京区嵐山山田町・あらしやまやまだちよう

　　６１６-００１５・京都府京都市西京区嵐山山ノ下町・あらしやまやまのしたちよう

　　６１５-８０４１・京都府京都市西京区牛ケ瀬青柳町・うしがせあおやぎちよう

　　６１５-８０３２・京都府京都市西京区牛ケ瀬奥ノ防町・うしがせおくのほﾞうちよう

　　６１５-８０４２・京都府京都市西京区牛ケ瀬川原口町・うしがせかはらぐちちよう

　　６１５-８０４３・京都府京都市西京区牛ケ瀬新田泓町・うしがせしんでんぶけちよう

　　６１５-８０５２・京都府京都市西京区牛ケ瀬堂田町・うしがせどうでんちよう

　　６１５-８０５１・京都府京都市西京区牛ケ瀬西柿町・うしがせにしがきちよう

　　６１５-８０３１・京都府京都市西京区牛ケ瀬林ノ本町・うしがせはやしのもとちよう

　　６１５-８０４５・京都府京都市西京区牛ケ瀬南ノ口町・うしがせみなみのくちちよう

　　６１５-８０４４・京都府京都市西京区牛ケ瀬山柿町・うしがせやまがきちよう

　　６１５-８０４６・京都府京都市西京区牛ケ瀬弥生町・うしがせやよいちよう

　　６１０-１１０１・京都府京都市西京区大枝北沓掛町・おおえきたくつかけちよう

　　６１０-１１１２・京都府京都市西京区大枝北福西町・おおえきたふくにしちよう

　　６１０-１１０６・京都府京都市西京区大枝沓掛町・おおえくつかけちよう

　　６１０-１１０５・京都府京都市西京区大枝塚原町・おおえつかはらちよう

　　６１０-１１０４・京都府京都市西京区大枝中山町・おおえなかやまちよう

　　６１０-１１４１・京都府京都市西京区大枝西新林町・おおえにししんはﾞやしちよう

　　６１０-１１５１・京都府京都市西京区大枝西長町・おおえにしながちよう

　　６１０-１１４２・京都府京都市西京区大枝東新林町・おおえひがししんはﾞやしちよう

　　６１０-１１１１・京都府京都市西京区大枝東長町・おおえひがしながちよう

　　６１０-１１１３・京都府京都市西京区大枝南福西町・おおえみなみふくにしちよう

　　６１０-１１３４・京都府京都市西京区大原野石作町・おおはらのいしつﾞくりちよう

　　６１０-１１３５・京都府京都市西京区大原野出灰町・おおはらのいずりはちよう

　　６１０-１１２８・京都府京都市西京区大原野石見町・おおはらのいわみちよう

　　６１０-１１３１・京都府京都市西京区大原野上羽町・おおはらのうえはﾞちよう

　　６１０-１１３３・京都府京都市西京区大原野小塩町・おおはらのおしおちよう

　　６１０-１１２６・京都府京都市西京区大原野上里男鹿町・おおはらのかみざとおじかちよう

　　６１０-１１２５・京都府京都市西京区大原野上里勝山町・おおはらのかみざとかつやまちよう

　　６１０-１１２１・京都府京都市西京区大原野上里北ノ町・おおはらのかみざときたのちよう

　　６１０-１１２７・京都府京都市西京区大原野上里鳥見町・おおはらのかみざととりみちよう

　　６１０-１１２３・京都府京都市西京区大原野上里南ノ町・おおはらのかみざとみなみのちよう

　　６１０-１１２４・京都府京都市西京区大原野上里紅葉町・おおはらのかみざともみじちよう

　　６１０-１１５２・京都府京都市西京区大原野北春日町・おおはらのきたかすがちよう

　　６１０-１１３６・京都府京都市西京区大原野外畑町・おおはらのとのはたちよう

　　６１０-１１４６・京都府京都市西京区大原野西境谷町・おおはらのにしさかいだにちよう

　　６１０-１１４５・京都府京都市西京区大原野西竹の里町・おおはらのにしたけのさとちよう

　　６１０-１１３２・京都府京都市西京区大原野灰方町・おおはらのはいがたちよう

　　６１０-１１４３・京都府京都市西京区大原野東境谷町・おおはらのひがしさかいだにちよう

　　６１０-１１４４・京都府京都市西京区大原野東竹の里町・おおはらのひがしたけのさとちよう

　　６１０-１１２２・京都府京都市西京区大原野東野町・おおはらのひがしのちよう

　　６１０-１１５３・京都府京都市西京区大原野南春日町・おおはらのみなみかすがちよう

　　６１５-８１４２・京都府京都市西京区樫原畔ノ海道・かたぎはらあぜのかいどう

　　６１５-８１７８・京都府京都市西京区樫原池ノ上町・かたぎはらいけのうえちよう

　　６１５-８１８１・京都府京都市西京区樫原石畑町・かたぎはらいしはﾞたちよう

　　６１５-８１３３・京都府京都市西京区樫原井戸・かたぎはらいど



　　６１５-８１５７・京都府京都市西京区樫原芋峠・かたぎはらいもとうげ

　　６１５-８１８５・京都府京都市西京区樫原宇治井町・かたぎはらうじいちよう

　　６１５-８１７２・京都府京都市西京区樫原宇治井西町・かたぎはらうじいにしちよう

　　６１５-８１５２・京都府京都市西京区樫原内垣外町・かたぎはらうちかいとちよう

　　６１５-８１３５・京都府京都市西京区樫原江ノ本町・かたぎはらえのもとちよう

　　６１５-８１５５・京都府京都市西京区樫原大亀谷・かたぎはらおおかめだに

　　６１５-８１５４・京都府京都市西京区樫原岡南ノ庄・かたぎはらおかみなみのしよう

　　６１５-８１７６・京都府京都市西京区樫原上池田町・かたぎはらかみいけだちよう

　　６１５-８１６２・京都府京都市西京区樫原上ノ町・かたぎはらかみのちよう

　　６１５-８１４４・京都府京都市西京区樫原釘貫・かたぎはらくぎぬき

　　６１５-８１３６・京都府京都市西京区樫原口戸・かたぎはらくちど

　　６１５-８１７１・京都府京都市西京区樫原久保町・かたぎはらくほﾞちよう

　　６１５-８１１６・京都府京都市西京区樫原甲水・かたぎはらこうすい

　　６１５-８１３１・京都府京都市西京区樫原五反田・かたぎはらごたんだ

　　６１５-８１４３・京都府京都市西京区樫原里ノ垣外町・かたぎはらさとのかいとちよう

　　６１５-８１６４・京都府京都市西京区樫原鴫谷・かたぎはらしぎたに

　　６１５-８１７３・京都府京都市西京区樫原下池田町・かたぎはらしもいけだちよう

　　６１５-８１７７・京都府京都市西京区樫原下ノ町・かたぎはらしものちよう

　　６１５-８１５１・京都府京都市西京区樫原杉原町・かたぎはらすぎはらちよう

　　６１５-８１４５・京都府京都市西京区樫原角田町・かたぎはらすみたちよう

　　６１５-８１６１・京都府京都市西京区樫原蛸田町・かたぎはらたこでんちよう

　　６１５-８１４６・京都府京都市西京区樫原田中町・かたぎはらたなかちよう

　　６１５-８１８２・京都府京都市西京区樫原茶ノ木本町・かたぎはらちやのきもとちよう

　　６１５-８１４７・京都府京都市西京区樫原塚ノ本町・かたぎはらつかのもとちよう

　　６１５-８１８６・京都府京都市西京区樫原佃・かたぎはらつくだ

　　６１５-８１５６・京都府京都市西京区樫原百々ケ池・かたぎはらどどがいけ

　　６１５-８１７４・京都府京都市西京区樫原中垣外・かたぎはらなかかいと

　　６１５-８１３２・京都府京都市西京区樫原庭井・かたぎはらにわい

　　６１５-８１７５・京都府京都市西京区樫原硲町・かたぎはらはがまちよう

　　６１５-８１５８・京都府京都市西京区樫原秤谷町・かたぎはらはかりだにちよう

　　６１５-８１２２・京都府京都市西京区樫原八反田・かたぎはらはつたんだ

　　６１５-８１３４・京都府京都市西京区樫原比恵田町・かたぎはらひえだちよう

　　６１５-８１４１・京都府京都市西京区樫原平田町・かたぎはらひらたちよう

　　６１５-８１６５・京都府京都市西京区樫原盆山・かたぎはらほﾞんやま

　　６１５-８１５３・京都府京都市西京区樫原前田町・かたぎはらまえだちよう

　　６１５-８１８４・京都府京都市西京区樫原水築町・かたぎはらみずつきちよう

　　６１５-８１２４・京都府京都市西京区樫原三宅町・かたぎはらみやけちよう

　　６１５-８１２３・京都府京都市西京区樫原山路・かたぎはらやまじ

　　６１５-８１６３・京都府京都市西京区樫原山ノ上町・かたぎはらやまのうえちよう

　　６１５-８１１７・京都府京都市西京区樫原六反田・かたぎはらろくたんだ

　　６１５-８１８３・京都府京都市西京区樫原分田・かたぎはらわけだ

　　６１５-８０２１・京都府京都市西京区桂浅原町・かつらあさはらちよう

　　６１５-８０２７・京都府京都市西京区桂朝日町・かつらあさひちよう

　　６１５-８０８１・京都府京都市西京区桂池尻町・かつらいけじりちよう

　　６１５-８０２６・京都府京都市西京区桂市ノ前町・かつらいちのまえちよう

　　６１５-８０２５・京都府京都市西京区桂稲荷山町・かつらいなりやまちよう

　　６１５-８０８６・京都府京都市西京区桂乾町・かつらいぬいちよう

　　６１５-８０８３・京都府京都市西京区桂艮町・かつらうしとらちよう

　　６１５-８０１１・京都府京都市西京区桂大縄町・かつらおおなわちよう

　　６１５-８０７１・京都府京都市西京区桂春日町・かつらかすがちよう

　　６１５-８０８２・京都府京都市西京区桂上豆田町・かつらかみまめだちよう

　　６１５-８０１７・京都府京都市西京区桂河田町・かつらかわだちよう

　　６１５-８０２２・京都府京都市西京区桂北滝川町・かつらきたたきがわちよう

　　６１５-８０７２・京都府京都市西京区桂木ノ下町・かつらきのしたちよう

　　６１５-８０１２・京都府京都市西京区桂後水町・かつらこうずちよう

　　６１５-８０８７・京都府京都市西京区桂御所町・かつらごしよちよう

　　６１５-８０７７・京都府京都市西京区桂芝ノ下町・かつらしはﾞのしたちよう

　　６１５-８０１３・京都府京都市西京区桂清水町・かつらしみずちよう

　　６１５-８０７６・京都府京都市西京区桂下豆田町・かつらしもまめだちよう

　　６１５-８０７５・京都府京都市西京区桂巽町・かつらたつみちよう

　　６１５-８０８５・京都府京都市西京区桂千代原町・かつらちよはらちよう

　　６１５-８３０１・京都府京都市西京区桂徳大寺北町・かつらとくだいじきたちよう

　　６１５-８０１８・京都府京都市西京区桂徳大寺町・かつらとくだいじちよう

　　６１５-８３０３・京都府京都市西京区桂徳大寺東町・かつらとくだいじひがしちよう

　　６１５-８３０２・京都府京都市西京区桂徳大寺南町・かつらとくだいじみなみちよう

　　６１５-８０２４・京都府京都市西京区桂西滝川町・かつらにしたきがわちよう

　　６１５-８０７３・京都府京都市西京区桂野里町・かつらのざとちよう

　　６１５-８００４・京都府京都市西京区桂畑ケ田町・かつらはたけだちよう

　　６１５-８０１６・京都府京都市西京区桂久方町・かつらひさかたちよう

　　６１５-８０８４・京都府京都市西京区桂坤町・かつらひつじさるちよう



　　６１５-８０１４・京都府京都市西京区桂御園・かつらみその

　　６１５-８０２３・京都府京都市西京区桂南滝川町・かつらみなみたきがわちよう

　　６１５-８０７４・京都府京都市西京区桂南巽町・かつらみなみたつみちよう

　　６１５-８００７・京都府京都市西京区桂上野今井町・かつらかみのいまいちよう

　　６１５-８００８・京都府京都市西京区桂上野川原町・かつらかみのかわらちよう

　　６１５-８００２・京都府京都市西京区桂上野中町・かつらかみのなかちよう

　　６１５-８００３・京都府京都市西京区桂上野東町・かつらかみのひがしちよう

　　６１５-８００６・京都府京都市西京区桂上野西町・かつらかみのにしちよう

　　６１５-８００５・京都府京都市西京区桂上野南町・かつらかみのみなみちよう

　　６１５-８００１・京都府京都市西京区桂上野北町・かつらかみのきたちよう

　　６１５-８２０１・京都府京都市西京区上桂今井町・かみかつらいまいちよう

　　６１５-８２１５・京都府京都市西京区上桂大野町・かみかつらおおのちよう

　　６１５-８２１２・京都府京都市西京区上桂北ノ口町・かみかつらきたのくちちよう

　　６１５-８２１３・京都府京都市西京区上桂北村町・かみかつらきたむらちよう

　　６１５-８２２４・京都府京都市西京区上桂三ノ宮町・かみかつらさんのみやちよう

　　６１５-８２２８・京都府京都市西京区上桂西居町・かみかつらにしいちよう

　　６１５-８２１４・京都府京都市西京区上桂東居町・かみかつらひがしいちよう

　　６１５-８２２１・京都府京都市西京区上桂東ノ口町・かみかつらひがしのくちちよう

　　６１５-８２０８・京都府京都市西京区上桂樋ノ口町・かみかつらひのくちちよう

　　６１５-８２１１・京都府京都市西京区上桂前川町・かみかつらまえがわちよう

　　６１５-８２２３・京都府京都市西京区上桂前田町・かみかつらまえだちよう

　　６１５-８２２２・京都府京都市西京区上桂御正町・かみかつらみしようちよう

　　６１５-８２２７・京都府京都市西京区上桂宮ノ後町・かみかつらみやのごちよう

　　６１５-８２２６・京都府京都市西京区上桂森上町・かみかつらもりかみちよう

　　６１５-８２２５・京都府京都市西京区上桂森下町・かみかつらもりしたちよう

　　６１５-８１９１・京都府京都市西京区川島有栖川町・かわしまありすがわちよう

　　６１５-８１９４・京都府京都市西京区川島粟田町・かわしまあわたちよう

　　６１５-８１１３・京都府京都市西京区川島梅園町・かわしまうめぞのちよう

　　６１５-８１０７・京都府京都市西京区川島北裏町・かわしまきたうらちよう

　　６１５-８１０４・京都府京都市西京区川島五反長町・かわしまごたんおさちよう

　　６１５-８１９５・京都府京都市西京区川島権田町・かわしまごんでんちよう

　　６１５-８１１４・京都府京都市西京区川島桜園町・かわしまさくらぞのちよう

　　６１５-８１１８・京都府京都市西京区川島三重町・かわしまさんじゆうちよう

　　６１５-８１９６・京都府京都市西京区川島尻堀町・かわしましりほﾞりちよう

　　６１５-８１１２・京都府京都市西京区川島竹園町・かわしまたけぞのちよう

　　６１５-８１９３・京都府京都市西京区川島玉頭町・かわしまたまがしらちよう

　　６１５-８１２５・京都府京都市西京区川島調子町・かわしまちようしちよう

　　６１５-８１９２・京都府京都市西京区川島寺田町・かわしまてらでんちよう

　　６１５-８１１５・京都府京都市西京区川島流田町・かわしまながれだちよう

　　６１５-８１０６・京都府京都市西京区川島滑樋町・かわしまなめらひちよう

　　６１５-８１２１・京都府京都市西京区川島野田町・かわしまのだちよう

　　６１５-８１０１・京都府京都市西京区川島東代町・かわしまひがしだいちよう

　　６１５-８１１１・京都府京都市西京区川島松園町・かわしままつぞのちよう

　　６１５-８１０２・京都府京都市西京区川島松ノ木本町・かわしままつのきもとちよう

　　６１５-８１０５・京都府京都市西京区川島莚田町・かわしまむしろでんちよう

　　６１５-８１０３・京都府京都市西京区川島六ノ坪町・かわしまろくのつほﾞちよう

　　６１５-８２４６・京都府京都市西京区京都大学桂・きようとだいがくかつら

　　６１５-８２３３・京都府京都市西京区御陵荒木町・ごりようあらきちよう

　　６１５-８２４４・京都府京都市西京区御陵池ノ谷・ごりよういけのたに

　　６１５-８２３５・京都府京都市西京区御陵内町・ごりよううちまち

　　６１０-１１０２・京都府京都市西京区御陵大枝山町・ごりようおおえやまちよう

　　６１５-８２４５・京都府京都市西京区御陵大原・ごりようおおはら

　　６１５-８２４３・京都府京都市西京区御陵御茶屋山・ごりようおちやややま

　　６１０-１１０７・京都府京都市西京区御陵北大枝山町・ごりようきたおおえやまちよう

　　６１５-８２５２・京都府京都市西京区御陵北山下町・ごりようきたやましたちよう

　　６１５-８２５３・京都府京都市西京区御陵北山町・ごりようきたやまちよう

　　６１５-８２４２・京都府京都市西京区御陵鴫谷・ごりようしぎたに

　　６１５-８２４１・京都府京都市西京区御陵谷町・ごりようたにまち

　　６１５-８２３４・京都府京都市西京区御陵塚ノ越町・ごりようつかのこしちよう

　　６１５-８２５４・京都府京都市西京区御陵細谷・ごりようほそたに

　　６１５-８２３１・京都府京都市西京区御陵溝浦町・ごりようみぞうらちよう

　　６１５-８２３２・京都府京都市西京区御陵南荒木町・ごりようみなみあらきちよう

　　６１０-１１０３・京都府京都市西京区御陵峰ケ堂町・ごりようみねがどうちよう

　　６１５-８０６１・京都府京都市西京区下津林北浦町・しもつはﾞやしきたうらちよう

　　６１５-８０６５・京都府京都市西京区下津林楠町・しもつはﾞやしくすのきちよう

　　６１５-８０３５・京都府京都市西京区下津林芝ノ宮町・しもつはﾞやししはﾞのみやちよう

　　６１５-８０３７・京都府京都市西京区下津林大般若町・しもつはﾞやしだいはんにやちよう

　　６１５-８０５５・京都府京都市西京区下津林佃・しもつはﾞやしつくだ

　　６１５-８０５３・京都府京都市西京区下津林中島町・しもつはﾞやしなかじまちよう

　　６１５-８０５６・京都府京都市西京区下津林番条・しもつはﾞやしはﾞんじよう



　　６１５-８０５７・京都府京都市西京区下津林番条町・しもつはﾞやしはﾞんじようちよう

　　６１５-８０３４・京都府京都市西京区下津林東芝ノ宮町・しもつはﾞやしひがししはﾞのみやちよう

　　６１５-８０３３・京都府京都市西京区下津林東大般若町・しもつはﾞやしひがしだいはんにやちよう

　　６１５-８０６２・京都府京都市西京区下津林前泓町・しもつはﾞやしまえぶけちよう

　　６１５-８０６４・京都府京都市西京区下津林水掛町・しもつはﾞやしみずかけちよう

　　６１５-８０３６・京都府京都市西京区下津林南大般若町・しもつはﾞやしみなみだいはんにやちよう

　　６１５-８０５４・京都府京都市西京区下津林南中島町・しもつはﾞやしみなみなかじまちよう

　　６１５-８０６３・京都府京都市西京区下津林六反田・しもつはﾞやしろくたんだ

　　６１５-８０１５・京都府京都市西京区徳大寺清水町・とくだいじしみずちよう

　　６１５-８２８３・京都府京都市西京区松尾井戸町・まつおいどちよう

　　６１５-８２８４・京都府京都市西京区松尾上ノ山町・まつおうえのやまちよう

　　６１５-８２８１・京都府京都市西京区松尾木ノ曽町・まつおきのそちよう

　　６１５-８２８６・京都府京都市西京区松尾神ケ谷町・まつおじんがたにちよう

　　６１５-８２１６・京都府京都市西京区松尾鈴川町・まつおすずかわちよう

　　６１５-８２８２・京都府京都市西京区松尾大利町・まつおだいりちよう

　　６１５-８２１７・京都府京都市西京区松尾東ノ口町・まつおひがしのくちちよう

　　６１５-８２８７・京都府京都市西京区松尾万石町・まつおまんごくちよう

　　６１５-８２０２・京都府京都市西京区松室吾田神町・まつむろあたがみちよう

　　６１５-８２０３・京都府京都市西京区松室荒堀町・まつむろあらほﾞりちよう

　　６１５-８２０６・京都府京都市西京区松室追上ゲ町・まつむろおいあげちよう

　　６１５-８２９１・京都府京都市西京区松室扇田町・まつむろおうぎだちよう

　　６１５-８２０７・京都府京都市西京区松室河原町・まつむろかわらちよう

　　６１５-８２０４・京都府京都市西京区松室北河原町・まつむろきたかわらちよう

　　６１５-８２９４・京都府京都市西京区松室地家町・まつむろじけちよう

　　６１５-８２９５・京都府京都市西京区松室地家山・まつむろじけやま

　　６１５-８２９３・京都府京都市西京区松室庄田町・まつむろしようだちよう

　　６１５-８２９２・京都府京都市西京区松室田中町・まつむろたなかちよう

　　６１５-８２０５・京都府京都市西京区松室中溝町・まつむろなかみぞちよう

　　６１５-８２９６・京都府京都市西京区松室山添町・まつむろやまぞえちよう

　　６１５-８２７４・京都府京都市西京区山田上ノ町・やまだうえのちよう

　　６１５-８２３６・京都府京都市西京区山田大吉見町・やまだおおよしみちよう

　　６１５-８２６５・京都府京都市西京区山田御道路町・やまだおどろちよう

　　６１５-８２８５・京都府京都市西京区山田北ノ町・やまだきたのちよう

　　６１５-８２６７・京都府京都市西京区山田北山田町・やまだきたやまだちよう

　　６１５-８２３８・京都府京都市西京区山田車塚町・やまだくるまつかちよう

　　６１５-８２６２・京都府京都市西京区山田四ノ坪町・やまだしのつほﾞちよう

　　６１５-８２６１・京都府京都市西京区山田庄田町・やまだしようだちよう

　　６１５-８２７１・京都府京都市西京区山田弦馳町・やまだつるはぜちよう

　　６１５-８２７３・京都府京都市西京区山田出口町・やまだでぐちちよう

　　６１５-８２３７・京都府京都市西京区山田中吉見町・やまだなかよしみちよう

　　６１５-８２５１・京都府京都市西京区山田猫塚町・やまだねこつかちよう

　　６１５-８２５５・京都府京都市西京区山田箱塚町・やまだはこつﾞかちよう

　　６１５-８２７２・京都府京都市西京区山田畑田町・やまだはたけだちよう

　　６１５-８２７７・京都府京都市西京区山田葉室町・やまだはむろちよう

　　６１５-８２６３・京都府京都市西京区山田久田町・やまだひさだちよう

　　６１５-８２５６・京都府京都市西京区山田平尾町・やまだひらおちよう

　　６１５-８２７６・京都府京都市西京区山田開キ町・やまだひらきちよう

　　６１５-８２７５・京都府京都市西京区山田南町・やまだみなみちよう

　　６１５-８２６６・京都府京都市西京区山田南山田町・やまだみなみやまだちよう

　　６１５-８２６４・京都府京都市西京区山田六ノ坪町・やまだろくのつほﾞちよう

　　６２０-００００・京都府福知山市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６２０-０８６１・京都府福知山市秋津が丘・あきつがおか

　　６２０-０９４７・京都府福知山市旭が丘・あさひがおか

　　６２０-００５８・京都府福知山市厚・あつ

　　６２０-００５６・京都府福知山市厚中町・あつなかまち

　　６２０-００５９・京都府福知山市厚東町・あつひがしまち

　　６２０-０９６４・京都府福知山市甘栗・あまぐり

　　６２０-０２０１・京都府福知山市天座・あまざ

　　６２０-００６３・京都府福知山市荒河新町・あらがしんまち

　　６２０-００６１・京都府福知山市荒河東町・あらがひがしまち

　　６２０-００６７・京都府福知山市荒河ヒルズ・あらがひるず

　　６２０-０８７９・京都府福知山市荒木・あらき

　　６２０-０８２３・京都府福知山市生野・いくの

　　６２０-０８３２・京都府福知山市池田・いけだ

　　６２０-００１３・京都府福知山市池部・いけべ

　　６２０-０８０４・京都府福知山市石原・いさ

　　６２０-００１７・京都府福知山市猪崎・いざき

　　６２０-０９６１・京都府福知山市石場・いしはﾞ

　　６２０-００７４・京都府福知山市石本・いしもと

　　６２０-００７１・京都府福知山市一尾・いちお



　　６２０-０９３９・京都府福知山市市寺・いちでら

　　６２０-０８４８・京都府福知山市市の谷・いちのたに

　　６２０-０９０７・京都府福知山市一ノ宮・いちのみや

　　６２０-０２１２・京都府福知山市行積・いつもり

　　６２０-０９８４・京都府福知山市猪野々・いのの

　　６２０-０９５３・京都府福知山市今安・いまやす

　　６２０-００３１・京都府福知山市鋳物師・いもじ

　　６２０-０９２２・京都府福知山市岩井・いわい

　　６２０-０９２０・京都府福知山市岩井新町・いわいしんまち

　　６２０-００６４・京都府福知山市岩井東町・いわいひがしまち

　　６２０-０８３１・京都府福知山市岩崎・いわさき

　　６２０-０８４７・京都府福知山市岩間・いわま

　　６２０-０００５・京都府福知山市印内・いんない

　　６２０-０８２５・京都府福知山市上野・うえの

　　６２０-０８４５・京都府福知山市上松・うえまつ

　　６２０-０８８１・京都府福知山市内田町・うちだちよう

　　６２０-０９８５・京都府福知山市梅谷・うめだに

　　６２０-００７６・京都府福知山市漆端・うるしがはな

　　６２０-０９４０・京都府福知山市駅南町・えきなんちよう

　　６２０-００４５・京都府福知山市駅前町・えきまえちよう

　　６２０-０９１８・京都府福知山市夷・えびす

　　６２０-０８１６・京都府福知山市大池坂町・おおいけざかちよう

　　６２０-０３２５・京都府福知山市大江町天田内・おおえちようあまだうち

　　６２０-０３５４・京都府福知山市大江町在田・おおえちようありた

　　６２０-０３３４・京都府福知山市大江町市原谷・おおえちよういちわらだに

　　６２０-０３０４・京都府福知山市大江町上野・おおえちよううえの

　　６２０-０３１４・京都府福知山市大江町小原田・おおえちようおわらた

　　６２０-０３０３・京都府福知山市大江町金屋・おおえちようかなや

　　６２０-０３４１・京都府福知山市大江町北有路・おおえちようきたありじ

　　６２０-０３２７・京都府福知山市大江町北原・おおえちようきたはﾞら

　　６２０-０３１２・京都府福知山市大江町公庄・おおえちようぐじよう

　　６２０-０３２２・京都府福知山市大江町毛原・おおえちようけわら

　　６２０-０３０１・京都府福知山市大江町河守・おおえちようこうもり

　　６２０-０３０２・京都府福知山市大江町関・おおえちようせき

　　６２０-０３５１・京都府福知山市大江町千原・おおえちようせんはﾞら

　　６２０-０３３１・京都府福知山市大江町三河・おおえちようそうご

　　６２０-０３３２・京都府福知山市大江町高津江・おおえちようたかつえ

　　６２０-０３１１・京都府福知山市大江町蓼原・おおえちようたでわら

　　６２０-０３５５・京都府福知山市大江町常津・おおえちようつねつﾞ

　　６２０-０３２３・京都府福知山市大江町内宮・おおえちようないく

　　６２０-０３５３・京都府福知山市大江町夏間・おおえちようなつま

　　６２０-０３３３・京都府福知山市大江町二箇・おおえちようにか

　　６２０-０３２６・京都府福知山市大江町橋谷・おおえちようはしだに

　　６２０-０３０５・京都府福知山市大江町波美・おおえちようはび

　　６２０-０３１３・京都府福知山市大江町日藤・おおえちようひとう

　　６２０-０３５６・京都府福知山市大江町尾藤・おおえちようびとう

　　６２０-０３２４・京都府福知山市大江町二俣・おおえちようふたまた

　　６２０-０３２１・京都府福知山市大江町仏性寺・おおえちようぶつしようじ

　　６２０-０３４２・京都府福知山市大江町南有路・おおえちようみなみありじ

　　６２０-０３５２・京都府福知山市大江町南山・おおえちようみなみやま

　　６２０-０８３６・京都府福知山市大内・おおち

　　６２０-０８５８・京都府福知山市大野・おおの

　　６２０-０８５２・京都府福知山市大野上・おおのうえ

　　６２０-０８５１・京都府福知山市大野下・おおのした

　　６２０-０９８８・京都府福知山市大見長祖・おおみながそ

　　６２０-００７７・京都府福知山市大呂・おおろ

　　６２０-０８７２・京都府福知山市岡ノ一町・おかの１まち

　　６２０-０８７１・京都府福知山市岡ノ二町・おかの２まち

　　６２０-０８７３・京都府福知山市岡ノ三町・おかの３まち

　　６２０-０８９１・京都府福知山市岡ノ上町・おかのうえまち

　　６２０-０８０２・京都府福知山市興・おき

　　６２０-０９６３・京都府福知山市奥榎原・おくえはﾞら

　　６２０-０９２８・京都府福知山市奥野部・おくのべ

　　６２０-０８４６・京都府福知山市長田段・おさだだん

　　６２０-０８５３・京都府福知山市長田野町・おさだのちよう

　　６２０-０８４３・京都府福知山市長田南・おさだみなみ

　　６２０-０８４２・京都府福知山市長田北・おさだきた

　　６２０-０９８１・京都府福知山市小田・おだ

　　６２０-０９３８・京都府福知山市小野脇・おのわき

　　６２０-００３４・京都府福知山市鍛冶・かじ



　　６２０-０９２１・京都府福知山市かしの木台・かしのきだい

　　６２０-００６５・京都府福知山市上荒河・かみあらが

　　６２０-０９１１・京都府福知山市上大内・かみおおち

　　６２０-００３３・京都府福知山市上紺屋・かみこや

　　６２０-０９０１・京都府福知山市上佐々木・かみささき

　　６２０-０９２５・京都府福知山市上篠尾・かみさそお

　　６２０-００２８・京都府福知山市上新・かみしん

　　６２０-０２１４・京都府福知山市上野条・かみのうじよう

　　６２０-０９８７・京都府福知山市鴨野町・かものちよう

　　６２０-０９６９・京都府福知山市茅ノ台・かやのだい

　　６２０-０００４・京都府福知山市川北・かわぎた

　　６２０-０８０３・京都府福知山市観音寺・かんのんじ

　　６２０-０８５９・京都府福知山市桔梗が丘・ききようがおか

　　６２０-０００３・京都府福知山市私市・きさいち

　　６２０-０９０２・京都府福知山市喜多・きた

　　６２０-０９４３・京都府福知山市北岡町・きたおかちよう

　　６２０-０８９３・京都府福知山市北小谷ケ丘・きたこたにがおか

　　６２０-００４３・京都府福知山市北栄町・きたさかえまち

　　６２０-０９３１・京都府福知山市北羽合・きたはごう

　　６２０-０８１１・京都府福知山市北平野町・きたひらのちよう

　　６２０-００４１・京都府福知山市北本町一区・きたほんまちいつく

　　６２０-００４２・京都府福知山市北本町二区・きたほんまちにく

　　６２０-０９６８・京都府福知山市北山・きたやま

　　６２０-００２７・京都府福知山市京・きよう

　　６２０-０９６２・京都府福知山市口榎原・くちえはﾞら

　　６２０-０２２１・京都府福知山市雲原・くもはら

　　６２０-０８３５・京都府福知山市後正寺・ごしようじ

　　６２０-００２６・京都府福知山市呉服・ごふく

　　６２０-００７８・京都府福知山市瘤木・こぶのき

　　６２０-０９７２・京都府福知山市小牧・こまき

　　６２０-０８６３・京都府福知山市小松ケ丘・こまつがおか

　　６２０-０８４１・京都府福知山市駒場新町・こまはﾞしんまち

　　６２０-０８２７・京都府福知山市坂室・さかむろ

　　６２０-０９７１・京都府福知山市下戸・さげと

　　６２０-０８３８・京都府福知山市笹場・ささはﾞ

　　６２０-０９２５・京都府福知山市篠尾（上篠尾）・さそお(かみさそお)

　　６２０-０９３１・京都府福知山市篠尾（北羽合）・さそお(きたはごう)

　　６２０-００５５・京都府福知山市篠尾（篠尾新町）・さそお(さそおしんまち)

　　６２０-０９２４・京都府福知山市篠尾（下篠尾）・さそお(しもさそお)

　　６２０-０９３２・京都府福知山市篠尾（西羽合）・さそお(にしはごう)

　　６２０-０９３３・京都府福知山市篠尾（東羽合）・さそお(ひがしはごう)

　　６２０-０９３４・京都府福知山市篠尾（南羽合）・さそお(みなみはごう)

　　６２０-０９４８・京都府福知山市篠尾（夕陽が丘）・さそお(ゆうひがおか)

　　６２０-００５５・京都府福知山市篠尾新町・さそおしんまち

　　６２０-０９５８・京都府福知山市さつきケ丘・さつきがおか

　　６２０-００７２・京都府福知山市下天津・しもあまつﾞ

　　６２０-００６６・京都府福知山市下荒河・しもあらが

　　６２０-００１５・京都府福知山市下猪崎・しもいざき

　　６２０-０９１２・京都府福知山市下大内・しもおおち

　　６２０-０９８２・京都府福知山市下小田・しもおだ

　　６２０-００３２・京都府福知山市下紺屋・しもこや

　　６２０-０９０８・京都府福知山市下佐々木・しもささき

　　６２０-０９２４・京都府福知山市下篠尾・しもさそお

　　６２０-０８３９・京都府福知山市下地・しもじ

　　６２０-００２９・京都府福知山市下新・しもしん

　　６２０-０２１１・京都府福知山市下野条・しものうじよう

　　６２０-００２２・京都府福知山市下柳・しもやなぎ

　　６２０-０８７５・京都府福知山市蛇ケ端・じやがはな

　　６２０-０９１５・京都府福知山市十二・じゆうに

　　６２０-０９０４・京都府福知山市常願寺・じようがんじ

　　６２０-０８２６・京都府福知山市正後寺・しようごじ

　　６２０-０８２８・京都府福知山市正坂・しようさか

　　６２０-０９３６・京都府福知山市正明寺・しようみようじ

　　６２０-００５１・京都府福知山市昭和新町・しようわしんまち

　　６２０-００５２・京都府福知山市昭和町・しようわちよう

　　６２０-００１６・京都府福知山市城山・しろやま

　　６２０-０９０６・京都府福知山市新宮・しんぐう

　　６２０-０９２６・京都府福知山市新庄・しんじよう

　　６２０-００５４・京都府福知山市末広町・すえひろちよう

　　６２０-０９５６・京都府福知山市額塚・すくもつﾞか



　　６２０-０８４９・京都府福知山市砂子町・すなごまち

　　６２０-０９８９・京都府福知山市住所大山・すみんじよおおやま

　　６２０-０８０６・京都府福知山市聖佳町・せいかちよう

　　６２０-０９５２・京都府福知山市大門・だいもん

　　６２０-０８５４・京都府福知山市高畑・たかはﾞたけ

　　６２０-０９１４・京都府福知山市立原・たつわら

　　６２０-０８３７・京都府福知山市田野・たの

　　６２０-０９６５・京都府福知山市樽水・たるみ

　　６２０-０９０５・京都府福知山市田和・たわ

　　６２０-０９７３・京都府福知山市談・だん

　　６２０-００７３・京都府福知山市勅使・ ちよくじ

　　６２０-０９６６・京都府福知山市辻・つじ

　　６２０-０８０８・京都府福知山市土・つち

　　６２０-０９４９・京都府福知山市つつじケ丘・つつじがおか

　　６２０-００２１・京都府福知山市寺・てら

　　６２０-０８４４・京都府福知山市多保市・とおのいち

　　６２０-０８０１・京都府福知山市戸田・とだ

　　６２０-０９５１・京都府福知山市十三丘・とみおか

　　６２０-００５７・京都府福知山市問屋町・とんやまち

　　６２０-００３５・京都府福知山市内記・ないき

　　６２０-００１４・京都府福知山市中・なか

　　６２０-０２１３・京都府福知山市長尾・ながお

　　６２０-０８１７・京都府福知山市中坂町・なかさかちよう

　　６２０-０９０９・京都府福知山市中佐々木・なかささき

　　６２０-０８３４・京都府福知山市中地・なかち

　　６２０-００３６・京都府福知山市中ノ町・なかのまち

　　６２０-０８１５・京都府福知山市長山町・ながやまちよう

　　６２０-０８６５・京都府福知山市西佳屋野町・にしかやのちよう

　　６２０-０８８６・京都府福知山市西小谷ケ丘・にしこたにがおか

　　６２０-００３８・京都府福知山市西中ノ町・にしなかのまち

　　６２０-００２５・京都府福知山市西長町・にしながまち

　　６２０-０９３２・京都府福知山市西羽合・にしはごう

　　６２０-０８１４・京都府福知山市西平野町・にしひらのちよう

　　６２０-００５３・京都府福知山市西本町・にしほんまち

　　６２０-００３９・京都府福知山市西町・にしまち

　　６２０-０８８８・京都府福知山市野家・のけ

　　６２０-０９８３・京都府福知山市野笹・のざさ

　　６２０-０９１７・京都府福知山市野花・のはﾞな

　　６２０-０９５５・京都府福知山市拝師・ はいじ

　　６２０-００７５・京都府福知山市波江・はえ

　　６２０-０８２２・京都府福知山市萩原・はぎわら

　　６２０-００１１・京都府福知山市筈巻・はずまき

　　６２０-０８５７・京都府福知山市土師・はぜ

　　６２０-０８５５・京都府福知山市土師（新町）・はぜ(しんまち)

　　６２０-０８５６・京都府福知山市土師（宮町）・はぜ(みやまち)

　　６２０-０９６７・京都府福知山市畑中・はたけなか

　　６２０-０９５４・京都府福知山市半田・はんだ

　　６２０-０８９２・京都府福知山市東岡町・ひがしおかちよう

　　６２０-０８６２・京都府福知山市東佳屋野町・ひがしかやのちよう

　　６２０-０８８７・京都府福知山市東小谷ケ丘・ひがしこたにがおか

　　６２０-００３７・京都府福知山市東中ノ町・ひがしなかのまち

　　６２０-００２４・京都府福知山市東長町・ひがしながまち

　　６２０-０８０７・京都府福知山市東野町・ひがしのちよう

　　６２０-０９３３・京都府福知山市東羽合・ひがしはごう

　　６２０-０８１２・京都府福知山市東平野町・ひがしひらのちよう

　　６２０-０８８２・京都府福知山市東堀・ひがしほﾞり

　　６２０-００４７・京都府福知山市東本町・ひがしほんまち

　　６２０-００２３・京都府福知山市菱屋・ひしや

　　６２０-０９０３・京都府福知山市日尾・ひのお

　　６２０-０８７８・京都府福知山市日吉ケ丘・ひよしがおか

　　６２０-０９４５・京都府福知山市広峯町・ひろみねちよう

　　６２０-０９７４・京都府福知山市法用・ほうよう

　　６２０-０００２・京都府福知山市報恩寺・ほおじ

　　６２０-０８７４・京都府福知山市堀口・ほりぐち

　　６２０-０８２４・京都府福知山市堀越・ ほりこじ

　　６２０-０９２３・京都府福知山市本庄・ほんしよう

　　６２０-０８８３・京都府福知山市本堀・ほんほﾞり

　　６２０-０８６７・京都府福知山市前田・まえだ

　　６２０-０８６６・京都府福知山市前田新町・まえだしんまち

　　６２０-０９１３・京都府福知山市牧・まき



　　６２０-０８９４・京都府福知山市丸田ケ丘・まるたがおか

　　６２０-０８７６・京都府福知山市水内・みずうち

　　６２０-０８９５・京都府福知山市緑ケ丘町・みどりがおかちよう

　　６２０-０９４６・京都府福知山市南天田町・みなみあまだちよう

　　６２０-０９４４・京都府福知山市南岡町・みなみおかまち

　　６２０-０８６４・京都府福知山市南佳屋野町・みなみかやのちよう

　　６２０-０８８５・京都府福知山市南小谷ケ丘・みなみこたにがおか

　　６２０-００４４・京都府福知山市南栄町・みなみさかえまち

　　６２０-０８０５・京都府福知山市南土野町・みなみつちのちよう

　　６２０-０９３４・京都府福知山市南羽合・みなみはごう

　　６２０-０８１３・京都府福知山市南平野町・みなみひらのちよう

　　６２０-００４６・京都府福知山市南本町・みなみほんまち

　　６２０-０８８４・京都府福知山市南本堀・みなみほんほﾞり

　　６２０-０８２１・京都府福知山市三俣・みまた

　　６２０-０８３３・京都府福知山市宮・みや

　　６２０-０９８６・京都府福知山市宮垣・みやがき

　　６２０-１４４４・京都府福知山市三和町芦渕・みわちようあしぶち

　　６２０-１４２５・京都府福知山市三和町菟原下・みわちよううはﾞらしも

　　６２０-１４２２・京都府福知山市三和町菟原中・みわちよううはﾞらなか

　　６２０-１４４１・京都府福知山市三和町梅原・みわちよううめはら

　　６２０-１３０１・京都府福知山市三和町大原・みわちようおおはﾞら

　　６２０-１４２１・京都府福知山市三和町大身・みわちようおおみ

　　６２０-１３１１・京都府福知山市三和町上川合・みわちようかみがわい

　　６２０-１３１４・京都府福知山市三和町加用・みわちようかよう

　　６２０-１４３５・京都府福知山市三和町草山・みわちようくさやま

　　６２０-１４３４・京都府福知山市三和町西松・みわちようさいまつ

　　６２０-１３１３・京都府福知山市三和町下川合・みわちようしもかわい

　　６２０-１４４２・京都府福知山市三和町千束・みわちようせんぞく

　　６２０-１３０２・京都府福知山市三和町台頭・みわちようだいと

　　６２０-１４２３・京都府福知山市三和町高杉・みわちようたかすぎ

　　６２０-１４３３・京都府福知山市三和町田ノ谷・みわちようたのたに

　　６２０-１４３１・京都府福知山市三和町辻・みわちようつじ

　　６２０-１４４３・京都府福知山市三和町寺尾・みわちようてらお

　　６２０-１４２４・京都府福知山市三和町友渕・みわちようともぶち

　　６２０-１４３２・京都府福知山市三和町中出・みわちようなかで

　　６２０-１４４５・京都府福知山市三和町みわ・みわちようみわ

　　６２０-１３１２・京都府福知山市三和町岼・みわちようゆり

　　６２０-０９３５・京都府福知山市向野・むかいの

　　６２０-０９１６・京都府福知山市六十内・むそち

　　６２０-０９３７・京都府福知山市室・むろ

　　６２０-０８７７・京都府福知山市森垣・もりがい

　　６２９-１３０３・京都府福知山市夜久野町井田・やくのちよういだ

　　６２９-１３２３・京都府福知山市夜久野町板生・やくのちよういとう

　　６２９-１３０２・京都府福知山市夜久野町今西中・やくのちよういまにしなか

　　６２９-１３１４・京都府福知山市夜久野町小倉・やくのちようおぐら

　　６２９-１３１５・京都府福知山市夜久野町大油子・やくのちようおゆご

　　６２９-１３１２・京都府福知山市夜久野町末・やくのちようすえ

　　６２９-１３１３・京都府福知山市夜久野町高内・やくのちようたかうち

　　６２９-１３０５・京都府福知山市夜久野町千原・やくのちようちはら

　　６２９-１３２１・京都府福知山市夜久野町直見・やくのちようなおみ

　　６２９-１３０４・京都府福知山市夜久野町額田・やくのちようぬかた

　　６２９-１３０１・京都府福知山市夜久野町畑・やくのちようはた

　　６２９-１３２２・京都府福知山市夜久野町平野・やくのちようひらの

　　６２９-１３１１・京都府福知山市夜久野町日置・やくのちようへき

　　６２０-００１２・京都府福知山市安井・やすい

　　６２０-０９５７・京都府福知山市山崎・やまざき

　　６２０-０００１・京都府福知山市山野口・やまのくち

　　６２０-０９４８・京都府福知山市夕陽が丘・ゆうひがおか

　　６２０-００６２・京都府福知山市和久市町・わくいちちよう

　　６２０-０９２７・京都府福知山市和久寺・わくでら

　　６２５-００００・京都府舞鶴市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６２４-０９４２・京都府舞鶴市青井・あおい

　　６２５-０１５１・京都府舞鶴市赤野・あかの

　　６２４-０８４２・京都府舞鶴市朝代・あさしろ

　　６２５-０００５・京都府舞鶴市朝来中・あせくなか

　　６２５-０００４・京都府舞鶴市朝来西町・あせくにしまち

　　６２５-００３０・京都府舞鶴市愛宕上町・あたごかみまち

　　６２５-００３１・京都府舞鶴市愛宕中町・あたごなかまち

　　６２５-００３２・京都府舞鶴市愛宕下町・あたごしもまち

　　６２５-００３３・京都府舞鶴市愛宕浜町・あたごはままち



　　６２５-００８３・京都府舞鶴市余部上・あまるべかみ

　　６２５-００８７・京都府舞鶴市余部下・あまるべしも

　　６２４-０８１１・京都府舞鶴市池ノ内下・いけのうちしも

　　６２４-０８１６・京都府舞鶴市伊佐津・いさつﾞ

　　６２５-００２５・京都府舞鶴市市場・いちはﾞ

　　６２４-０８１３・京都府舞鶴市今田・いまだ

　　６２４-０８０２・京都府舞鶴市上根・うえね

　　６２４-０９１２・京都府舞鶴市上安・うえやす

　　６２４-０９１１・京都府舞鶴市上安東町・うえやすひがしまち

　　６２４-０９２３・京都府舞鶴市魚屋・うおや

　　６２５-００４３・京都府舞鶴市梅ケ谷・うめがたに

　　６２４-０８５４・京都府舞鶴市円満寺・えんまんじ

　　６２４-０８５２・京都府舞鶴市大内・おおうち

　　６２４-０１０１・京都府舞鶴市大川・おおかわ

　　６２４-０９４４・京都府舞鶴市大君・おおきみ

　　６２４-０８５１・京都府舞鶴市大内野町・おおちのちよう

　　６２５-０１３６・京都府舞鶴市大丹生・おおにゆう

　　６２５-０００６・京都府舞鶴市大波上・おおはﾞかみ

　　６２５-０００７・京都府舞鶴市大波下・おおはﾞしも

　　６２４-０１２３・京都府舞鶴市大俣・おおまた

　　６２５-０１５８・京都府舞鶴市大山・おおやま

　　６２４-０１１７・京都府舞鶴市岡田由里・おかだゆり

　　６２５-００１５・京都府舞鶴市岡安・おかやす

　　６２５-００２０・京都府舞鶴市小倉・おぐら

　　６２５-０１５４・京都府舞鶴市小橋・おはﾞせ

　　６２５-００５３・京都府舞鶴市金屋町・かなやちよう

　　６２５-００１４・京都府舞鶴市鹿原・かはら

　　６２５-００１３・京都府舞鶴市鹿原西町・かはらにしまち

　　６２４-０９６４・京都府舞鶴市蒲江・かまや

　　６２４-０９１３・京都府舞鶴市上安久・かみあぐ

　　６２４-０１１２・京都府舞鶴市上漆原・かみうるしはﾞら

　　６２４-０９６８・京都府舞鶴市上東・ かみひがじ

　　６２４-０９５１・京都府舞鶴市上福井・かみふくい

　　６２５-００７７・京都府舞鶴市亀岩町・かめいわちよう

　　６２５-０１４１・京都府舞鶴市河辺中・かわべなか

　　６２５-０１４６・京都府舞鶴市河辺原・かわべはら

　　６２５-０１４４・京都府舞鶴市河辺由里・かわべゆり

　　６２５-０１４５・京都府舞鶴市観音寺・かんのんじ

　　６２４-０８０４・京都府舞鶴市岸谷・きしだに

　　６２４-０９４５・京都府舞鶴市喜多・きた

　　６２５-００８０・京都府舞鶴市北吸・きたすい

　　６２４-０８５５・京都府舞鶴市北田辺・きたたなべ

　　６２５-００５０・京都府舞鶴市北浜町・きたはまちよう

　　６２５-００１１・京都府舞鶴市吉坂・きちさか

　　６２５-００７３・京都府舞鶴市木ノ下・きのした

　　６２４-０９３５・京都府舞鶴市京口・きようぐち

　　６２５-００７６・京都府舞鶴市京月町・きようげつちよう

　　６２５-００７５・京都府舞鶴市京月東町・きようげつひがしまち

　　６２４-０８２３・京都府舞鶴市京田・きようだ

　　６２４-０８２６・京都府舞鶴市京田新町・きようだしんまち

　　６２４-０９０１・京都府舞鶴市清美が丘・きよみがおか

　　６２４-０９０２・京都府舞鶴市清道・きよみち

　　６２４-０９０８・京都府舞鶴市清道新町・きよみちしんまち

　　６２４-０１０３・京都府舞鶴市久田美・くたみ

　　６２４-０８２１・京都府舞鶴市公文名・くもんな

　　６２４-０９０６・京都府舞鶴市倉谷・くらたに

　　６２５-００５６・京都府舞鶴市倉梯町・くらはしちよう

　　６２５-００５５・京都府舞鶴市倉梯中町・くらはしなかまち

　　６２４-０１２５・京都府舞鶴市桑飼上・くわがいかみ

　　６２４-０１２４・京都府舞鶴市桑飼下・くわがいしも

　　６２４-０１１５・京都府舞鶴市河原・こうら

　　６２４-０９３６・京都府舞鶴市紺屋・こんや

　　６２４-０１１８・京都府舞鶴市西方寺・さいほうじ

　　６２４-０８１５・京都府舞鶴市境谷・さかいだに

　　６２５-０１３４・京都府舞鶴市佐波賀・さはﾞか

　　６２４-０１０２・京都府舞鶴市志高・しだか

　　６２５-００５４・京都府舞鶴市七条中町・しちじようなかまち

　　６２４-０１２２・京都府舞鶴市地頭・じとう

　　６２４-０９２９・京都府舞鶴市寺内・じない

　　６２４-０９１４・京都府舞鶴市下安久・しもあぐ



　　６２４-０１１３・京都府舞鶴市下漆原・しもうるしはﾞら

　　６２４-０９６７・京都府舞鶴市下東・ しもひがじ

　　６２４-０９４６・京都府舞鶴市下福井・しもふくい

　　６２４-０１１４・京都府舞鶴市下見谷・しもみだに

　　６２４-０８３４・京都府舞鶴市城屋・じようや

　　６２４-０９０４・京都府舞鶴市昭和台・しようわだい

　　６２４-０９２４・京都府舞鶴市職人・しよくにん

　　６２４-０９４１・京都府舞鶴市白杉・しらすぎ

　　６２４-０８０３・京都府舞鶴市白滝・しらたき

　　６２５-００８４・京都府舞鶴市白浜台・しらはまだい

　　６２５-００１６・京都府舞鶴市白屋・しろや

　　６２５-００１２・京都府舞鶴市白屋町・しろやちよう

　　６２４-０９３３・京都府舞鶴市新・しん

　　６２５-０００１・京都府舞鶴市杉山・すぎやま

　　６２５-０１３７・京都府舞鶴市瀬崎・せざき

　　６２５-００２６・京都府舞鶴市泉源寺・せんげんじ

　　６２５-０１５７・京都府舞鶴市田井・たい

　　６２５-０１３３・京都府舞鶴市平・たいら

　　６２４-０８３２・京都府舞鶴市高野台・たかのだい

　　６２４-０８３５・京都府舞鶴市高野由里・たかのゆり

　　６２４-０１２１・京都府舞鶴市滝ケ宇呂・たきがうろ

　　６２４-０９２８・京都府舞鶴市竹屋・たけや

　　６２５-００２３・京都府舞鶴市田中・たなか

　　６２５-００２４・京都府舞鶴市田中町・たなかちよう

　　６２５-０１５２・京都府舞鶴市多祢寺・たねじ

　　６２５-００４５・京都府舞鶴市多門院・たもんいん

　　６２４-０９２５・京都府舞鶴市丹波・たんはﾞ

　　６２５-０１３５・京都府舞鶴市千歳・ちとせ

　　６２５-００８２・京都府舞鶴市つつじケ丘・つつじがおか

　　６２５-００７２・京都府舞鶴市常・つね

　　６２５-００７１・京都府舞鶴市常新町・つねしんまち

　　６２４-０８０１・京都府舞鶴市寺田・てらだ

　　６２５-００２７・京都府舞鶴市田園町・でんえんちよう

　　６２４-０９０３・京都府舞鶴市天台・てんだい

　　６２４-０９０９・京都府舞鶴市天台新町・てんだいしんまち

　　６２５-００４４・京都府舞鶴市堂奥・どうのおく

　　６２４-０８２５・京都府舞鶴市十倉・とくら

　　６２５-０１４７・京都府舞鶴市栃尾・とちお

　　６２５-０１３２・京都府舞鶴市中田・なかだ

　　６２５-０１３１・京都府舞鶴市中田町・なかだちよう

　　６２４-０１１１・京都府舞鶴市長谷・ながたに

　　６２５-００８６・京都府舞鶴市長浜・ながはま

　　６２４-０９６６・京都府舞鶴市中山・なかやま

　　６２４-０８２２・京都府舞鶴市七日市・なぬかいち

　　６２５-０１５６・京都府舞鶴市成生・なりう

　　６２４-０９３７・京都府舞鶴市西・ にじ

　　６２４-０９６１・京都府舞鶴市西神崎・にしかんざき

　　６２５-０１４２・京都府舞鶴市西屋・にしや

　　６２４-０９２２・京都府舞鶴市西吉原・にしよしはら

　　６２４-０８３１・京都府舞鶴市女布・によう

　　６２４-０８３６・京都府舞鶴市女布北町・にようきたまち

　　６２４-０８０６・京都府舞鶴市布敷・ぬのしき

　　６２５-０１５５・京都府舞鶴市野原・のはら

　　６２５-０００２・京都府舞鶴市登尾・のほﾞりお

　　６２４-０８３３・京都府舞鶴市野村寺・のむらじ

　　６２４-０９５４・京都府舞鶴市八田・はつた

　　６２５-００７８・京都府舞鶴市八反田南町・はつたんだみなみまち

　　６２５-００７０・京都府舞鶴市八反田北町・はつたんだきたまち

　　６２４-０９５３・京都府舞鶴市八戸地・はとち

　　６２５-００３６・京都府舞鶴市浜・はま

　　６２５-００３７・京都府舞鶴市浜町・はままち

　　６２４-０９６２・京都府舞鶴市東神崎・ひがしかんざき

　　６２４-０９２１・京都府舞鶴市東吉原・ひがしよしはら

　　６２４-０８４１・京都府舞鶴市引土・ひきつち

　　６２４-０８４３・京都府舞鶴市引土新・ひきつちしん

　　６２４-０９２７・京都府舞鶴市平野屋・ひらのや

　　６２４-０９０５・京都府舞鶴市福来・ふき

　　６２４-０９０７・京都府舞鶴市福来問屋町・ふきとんやまち

　　６２４-０１１６・京都府舞鶴市富室・ふむろ

　　６２４-０８０５・京都府舞鶴市別所・べつしよ



　　６２４-０８１２・京都府舞鶴市堀・ほり

　　６２４-０９３４・京都府舞鶴市堀上・ほりかみ

　　６２４-０９２６・京都府舞鶴市本・ほん

　　６２４-０８２４・京都府舞鶴市真倉・まぐら

　　６２５-００１０・京都府舞鶴市松尾・まつお

　　６２４-０９３１・京都府舞鶴市松陰・まつかげ

　　６２４-０９５５・京都府舞鶴市丸田・まるた

　　６２５-００６５・京都府舞鶴市丸山中町・まるやまなかまち

　　６２５-００６４・京都府舞鶴市丸山西町・まるやまにしまち

　　６２５-００６６・京都府舞鶴市丸山口町・まるやまぐちちよう

　　６２５-００６３・京都府舞鶴市丸山町・まるやまちよう

　　６２４-０８１４・京都府舞鶴市万願寺・まんがんじ

　　６２４-０９６５・京都府舞鶴市水間・みずま

　　６２５-００３５・京都府舞鶴市溝尻・みぞしり

　　６２５-００４２・京都府舞鶴市溝尻町・みぞしりちよう

　　６２５-００４１・京都府舞鶴市溝尻中町・みぞしりなかまち

　　６２４-０９５２・京都府舞鶴市三日市・みつかいち

　　６２４-０８５３・京都府舞鶴市南田辺・みなみたなべ

　　６２５-００５７・京都府舞鶴市南浜町・みなみはまちよう

　　６２５-０１５３・京都府舞鶴市三浜・みはま

　　６２５-００８１・京都府舞鶴市三宅・みやけ

　　６２４-０９３２・京都府舞鶴市宮津口・みやつﾞぐち

　　６２５-０１４３・京都府舞鶴市室牛・むろじ

　　６２５-００６０・京都府舞鶴市桃山町・ももやまちよう

　　６２５-００６２・京都府舞鶴市森・もり

　　６２５-００６１・京都府舞鶴市森町・もりちよう

　　６２５-００６７・京都府舞鶴市森本町・もりほんまち

　　６２５-００２１・京都府舞鶴市安岡・やすおか

　　６２５-００２２・京都府舞鶴市安岡町・やすおかちよう

　　６２５-００４０・京都府舞鶴市矢之助町・やのすけちよう

　　６２５-００５２・京都府舞鶴市行永・ゆきなが

　　６２５-００５８・京都府舞鶴市行永桜通り・ゆきながさくらどおり

　　６２５-００５１・京都府舞鶴市行永東町・ゆきながひがしまち

　　６２４-０９６３・京都府舞鶴市油江・ゆご

　　６２４-０９４３・京都府舞鶴市吉田・よしだ

　　６２５-０００３・京都府舞鶴市吉野・よしの

　　６２５-００７４・京都府舞鶴市与保呂・よほろ

　　６２５-００３４・京都府舞鶴市竜宮町・りゆうぐうちよう

　　６２４-０９５６・京都府舞鶴市和江・わえ

　　６２５-００８５・京都府舞鶴市和田・わだ

　　６２３-００００・京都府綾部市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６２３-００６２・京都府綾部市相生町・あいおいちよう

　　６２３-００１１・京都府綾部市青野町・あおのちよう

　　６２９-１２６１・京都府綾部市旭町・あさひちよう

　　６２３-００１３・京都府綾部市綾中町・あやなかちよう

　　６２３-０００６・京都府綾部市有岡町・ありおかちよう

　　６２３-０１０４・京都府綾部市安国寺町・あんこくじちよう

　　６２３-１１２４・京都府綾部市五泉町・いいずみちよう

　　６２３-０２２４・京都府綾部市石原町・いしわらちよう

　　６２３-１１２３・京都府綾部市五津合町・いつあいちよう

　　６２３-０２２１・京都府綾部市位田町・いでんちよう

　　６２９-１２４１・京都府綾部市井根町・いねちよう

　　６２３-００５１・京都府綾部市井倉新町・いのくらしんまち

　　６２３-００５４・京都府綾部市井倉町・いのくらちよう

　　６２３-０２３３・京都府綾部市今田町・いまだちよう

　　６２３-０１０２・京都府綾部市上杉町・うえすぎちよう

　　６２３-００３５・京都府綾部市上野町・うえのちよう

　　６２３-０３４１・京都府綾部市内久井町・うちぐいちよう

　　６２３-０１０３・京都府綾部市梅迫町・うめざこちよう

　　６２３-００４３・京都府綾部市上延町・うわのぶちよう

　　６２３-００６６・京都府綾部市駅前通・えきまえどおり

　　６２３-１１３４・京都府綾部市老富町・おいとみちよう

　　６２３-００４６・京都府綾部市大島町・おおしまちよう

　　６２３-０２３１・京都府綾部市大畠町・おおはﾞたけちよう

　　６２３-０２２５・京都府綾部市小貝町・おがいちよう

　　６２３-００４２・京都府綾部市岡町・おかちよう

　　６２３-０１１４・京都府綾部市岡安町・おかやすちよう

　　６２３-０２３６・京都府綾部市小畑町・おはﾞたちよう

　　６２３-０１０１・京都府綾部市於与岐町・およぎちよう

　　６２３-０００１・京都府綾部市小呂町・おろちよう



　　６２３-０２３５・京都府綾部市鍛治屋町・かじやちよう

　　６２３-０３４２・京都府綾部市金河内町・かねごちちよう

　　６２９-１２５４・京都府綾部市釜輪町・かまのわちよう

　　６２３-０１１２・京都府綾部市上八田町・かみやたちよう

　　６２３-００１２・京都府綾部市川糸町・かわいとちよう

　　６２９-１２７１・京都府綾部市上原町・かんはﾞらちよう

　　６２３-０２２６・京都府綾部市私市町・きさいちちよう

　　６２３-０２２２・京都府綾部市栗町・くりちよう

　　６２３-０１０８・京都府綾部市黒谷町・くろたにちよう

　　６２３-０２３４・京都府綾部市小西町・こにしちよう

　　６２３-１１３２・京都府綾部市故屋岡町・こやおかちよう

　　６２３-００５２・京都府綾部市幸通・さいわいどおり

　　６２３-０００８・京都府綾部市桜が丘・さくらがおか

　　６２３-０００５・京都府綾部市里町・さとちよう

　　６２３-０３４３・京都府綾部市志賀郷町・しがさとちよう

　　６２９-１２７２・京都府綾部市下替地町・したのかちちよう

　　６２３-０１１１・京都府綾部市七百石町・しちひやくこくちよう

　　６２３-０３５１・京都府綾部市篠田町・しのだちよう

　　６２９-１２７３・京都府綾部市下原町・しもはﾞらちよう

　　６２３-０１１６・京都府綾部市下八田町・しもやたちよう

　　６２３-０００３・京都府綾部市城山町・しろやまちよう

　　６２３-００２６・京都府綾部市神宮寺町・じんぐうじちよう

　　６２３-００２２・京都府綾部市新宮町・しんぐうちよう

　　６２３-０３６３・京都府綾部市新庄町・しんじようちよう

　　６２３-００２３・京都府綾部市新町・しんまち

　　６２３-０００２・京都府綾部市高倉町・たかくらちよう

　　６２３-０１０６・京都府綾部市高槻町・たかつきちよう

　　６２３-００４５・京都府綾部市高津町・たかつちよう

　　６２９-１２６３・京都府綾部市鷹栖町・たかのすちよう

　　６２９-１２５３・京都府綾部市武吉町・たけよしちよう

　　６２３-０００４・京都府綾部市多田町・ただちよう

　　６２９-１２５１・京都府綾部市忠町・ただちよう

　　６２３-０２３２・京都府綾部市舘町・たちちよう

　　６２３-００３４・京都府綾部市田野町・たのちよう

　　６２３-００２４・京都府綾部市田町・たまち

　　６２３-００２５・京都府綾部市月見町・つきみちよう

　　６２９-１２５２・京都府綾部市佃町・つくだちよう

　　６２３-００３３・京都府綾部市寺町・てらまち

　　６２３-００６１・京都府綾部市天神町・てんじんちよう

　　６２９-１２４５・京都府綾部市十倉志茂町・とくらしもちよう

　　６２９-１２４４・京都府綾部市十倉中町・とくらなかまち

　　６２９-１２４２・京都府綾部市十倉名畑町・とくらなはﾞたけちよう

　　６２９-１２４３・京都府綾部市十倉向町・とくらむかいちよう

　　６２９-１２５５・京都府綾部市戸奈瀬町・となせちよう

　　６２３-０１１７・京都府綾部市とよさか町・とよさかちよう

　　６２３-０２２３・京都府綾部市豊里町・とよさとちよう

　　６２３-０１１３・京都府綾部市中筋町・なかすじちよう

　　６２３-００６４・京都府綾部市中ノ町・なかのちよう

　　６２３-０１０５・京都府綾部市中山町・なかやまちよう

　　６２３-００３７・京都府綾部市並松町・なんまつちよう

　　６２３-０３４４・京都府綾部市西方町・にしがたちよう

　　６２３-０３６４・京都府綾部市西坂町・にしざかちよう

　　６２３-００６５・京都府綾部市西新町・にししんまち

　　６２９-１２６４・京都府綾部市西原町・にしはﾞらちよう

　　６２３-００１６・京都府綾部市西町・にしまち

　　６２３-０３４５・京都府綾部市仁和町・にわちよう

　　６２３-００３２・京都府綾部市野田町・のだちよう

　　６２３-００４１・京都府綾部市延町・のぶちよう

　　６２９-１２５７・京都府綾部市橋上町・はしかみちよう

　　６２３-０３６１・京都府綾部市白道路町・はそうじちよう

　　６２９-１２６２・京都府綾部市東山町・ひがしやまちよう

　　６２３-００６３・京都府綾部市広小路・ひろこうじ

　　６２９-１２５６・京都府綾部市広瀬町・ひろせちよう

　　６２３-０１１５・京都府綾部市渕垣町・ふちがきちよう

　　６２３-０３５３・京都府綾部市別所町・べつしよちよう

　　６２３-０３４６・京都府綾部市坊口町・ほﾞうぐちちよう

　　６２３-０００７・京都府綾部市星原町・ほしはﾞらちよう

　　６２３-００３６・京都府綾部市本宮町・ほんぐうちよう

　　６２３-００２１・京都府綾部市本町・ほんまち

　　６２３-００３１・京都府綾部市味方町・みかたちよう



　　６２３-１１３３・京都府綾部市光野町・みつのちよう

　　６２３-００５３・京都府綾部市宮代町・みやしろちよう

　　６２３-０３５２・京都府綾部市向田町・むこうだちよう

　　６２３-１１２１・京都府綾部市睦合町・むつあいちよう

　　６２３-１１３１・京都府綾部市睦寄町・むつよりちよう

　　６２３-０３６２・京都府綾部市物部町・ものべちよう

　　６２３-０１０７・京都府綾部市八代町・やしろちよう

　　６２３-００４４・京都府綾部市安場町・やすはﾞちよう

　　６２３-１１２２・京都府綾部市八津合町・やつあいちよう

　　６２３-００１４・京都府綾部市若竹町・わかたけちよう

　　６２３-００１５・京都府綾部市若松町・わかまつちよう

　　６２９-１２７４・京都府綾部市和木町・わぎちよう

　　６１１-００００・京都府宇治市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６０１-１３９４・京都府宇治市池尾・いけのお

　　６１１-００４３・京都府宇治市伊勢田町・いせだちよう

　　６１１-００４４・京都府宇治市伊勢田町名木・いせだちようなぎ

　　６１１-００２１・京都府宇治市宇治・うじ

　　６１１-００３３・京都府宇治市大久保町・おおくほﾞちよう

　　６１１-００４２・京都府宇治市小倉町・おぐらちよう

　　６１１-００２３・京都府宇治市折居台・おりいだい

　　６１１-００１１・京都府宇治市五ケ庄・ごかしよう

　　６１１-０００２・京都府宇治市木幡・こはた

　　６１１-００１５・京都府宇治市志津川・しつかわ

　　６１１-００２２・京都府宇治市白川・しらかわ

　　６１１-００２５・京都府宇治市神明・しんめい

　　６０１-１３９５・京都府宇治市炭山・すみやま

　　６１１-００３２・京都府宇治市寺山台・てらやまだい

　　６１１-００２９・京都府宇治市天神台・てんじんだい

　　６０１-１３９６・京都府宇治市莵道東垣内・とどうひがしがいと

　　６１１-００１３・京都府宇治市莵道（その他）・とどう(そのた)

　　６１１-００２８・京都府宇治市南陵町・なんりようちよう

　　６０１-１３９３・京都府宇治市二尾・にお

　　６０１-１３９２・京都府宇治市西笠取・にしかさとり

　　６１１-００１２・京都府宇治市羽戸山・はどやま

　　６１１-００２７・京都府宇治市羽拍子町・はびようしちよう

　　６０１-１３９１・京都府宇治市東笠取・ひがしかさとり

　　６１１-０００３・京都府宇治市平尾台・ひらおだい

　　６１１-００２６・京都府宇治市開町・ひらきちよう

　　６１１-００３１・京都府宇治市広野町・ひろのちよう

　　６１１-００２４・京都府宇治市琵琶台・びわだい

　　６１１-００４１・京都府宇治市槇島町・まきしまちよう

　　６１１-００１４・京都府宇治市明星町・みようじようちよう

　　６１１-００４５・京都府宇治市安田町・やすだちよう

　　６１１-０００１・京都府宇治市六地蔵・ろくじぞう

　　６２６-００００・京都府宮津市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６２６-００４２・京都府宮津市安智・あんち

　　６２６-０００７・京都府宮津市池ノ谷・いけのたに

　　６２６-００７２・京都府宮津市石浦・いしうら

　　６２６-００３６・京都府宮津市今福・いまふく

　　６２６-０２０３・京都府宮津市岩ケ鼻・いわがはな

　　６２６-００１５・京都府宮津市魚屋・うおや

　　６２９-２２４４・京都府宮津市江尻・えじり

　　６２６-０００６・京都府宮津市蛭子・えびす

　　６２９-２２４２・京都府宮津市大垣・おおがき

　　６２６-００２８・京都府宮津市大久保・おおくほﾞ

　　６２６-０２０２・京都府宮津市大島・おおしま

　　６２６-００２１・京都府宮津市小川・おがわ

　　６２６-０２１３・京都府宮津市奥波見・おくはみ

　　６２６-００３７・京都府宮津市小田・おだ

　　６２６-００５２・京都府宮津市小田宿野・おだしゆくの

　　６２６-００６３・京都府宮津市皆原・かいはﾞら

　　６２６-００５５・京都府宮津市鏡ケ浦・かがみがうら

　　６２６-００２９・京都府宮津市金屋谷・かなやだに

　　６２６-０２２７・京都府宮津市上世屋・かみせや

　　６２６-０００４・京都府宮津市川向・かわむかい

　　６２６-００１４・京都府宮津市河原・かわら

　　６２６-０２２１・京都府宮津市木子・きご

　　６２６-００３５・京都府宮津市喜多・きた

　　６２６-００２５・京都府宮津市木ノ部・きのべ

　　６２６-００２７・京都府宮津市京街道・きようかいどう



　　６２６-００３１・京都府宮津市京口・きようぐち

　　６２６-００２６・京都府宮津市京口町・きようぐちまち

　　６２６-００５４・京都府宮津市銀丘・ぎんがおか

　　６２９-２２３４・京都府宮津市国分・こくぶん

　　６２６-００７５・京都府宮津市小寺・こでら

　　６２９-２２３１・京都府宮津市小松・こまつ

　　６２６-０２１１・京都府宮津市里波見・さとはみ

　　６２６-００６５・京都府宮津市獅子崎・ししざき

　　６２６-００５１・京都府宮津市島陰・しまかげ

　　６２６-００１７・京都府宮津市島崎・しまさき

　　６２６-０２２４・京都府宮津市下世屋・しもせや

　　６２６-００７４・京都府宮津市上司・ じようじ

　　６２６-００１１・京都府宮津市白柏・しらかせ

　　６２６-００７３・京都府宮津市新宮・しんぐう

　　６２６-００１６・京都府宮津市新浜・しんはま

　　６２６-０００２・京都府宮津市杉末・すぎのすえ

　　６２９-２２５１・京都府宮津市須津・すつﾞ

　　６２６-００１３・京都府宮津市住吉・ すみよじ

　　６２６-００４３・京都府宮津市惣・そう

　　６２６-００４７・京都府宮津市外側・そとがわ

　　６２６-００６８・京都府宮津市田井・たい

　　６２６-００３４・京都府宮津市滝馬・たきはﾞ

　　６２６-０２０１・京都府宮津市田原・たわら

　　６２６-００６６・京都府宮津市獅子・ ちじ

　　６２６-００４１・京都府宮津市鶴賀・つるが

　　６２６-０２０５・京都府宮津市外垣・とのがき

　　６２６-０２０４・京都府宮津市長江・ながえ

　　６２６-００５３・京都府宮津市中津・なかつ

　　６２９-２２３２・京都府宮津市中野・なかの

　　６２６-００４６・京都府宮津市中ノ丁・なかのちよう

　　６２６-０２１２・京都府宮津市中波見・なかはみ

　　６２６-００７６・京都府宮津市中村・なかむら

　　６２９-２２４１・京都府宮津市成相寺・なりあいじ

　　６２９-２２４３・京都府宮津市難波野・なんはﾞの

　　６２６-００６１・京都府宮津市波路・はじ

　　６２６-００６４・京都府宮津市波路町・はじまち

　　６２６-０２２６・京都府宮津市畑・はた

　　６２６-００４５・京都府宮津市馬場先・はﾞはﾞさき

　　６２６-００１２・京都府宮津市浜町・はままち

　　６２６-０２２５・京都府宮津市日置・ひおき

　　６２６-０２２２・京都府宮津市東野・ひがしの

　　６２６-０２０６・京都府宮津市日ケ谷・ひがたに

　　６２６-００１８・京都府宮津市本町・ほんまち

　　６２６-０２２３・京都府宮津市松尾・まつお

　　６２６-００３２・京都府宮津市松原・まつはﾞら

　　６２６-０００８・京都府宮津市万年・まんねん

　　６２６-００１９・京都府宮津市万年新地・まんねんしんち

　　６２９-２２３３・京都府宮津市溝尻・みぞしり

　　６２６-０００５・京都府宮津市宮町・みやまち

　　６２６-００３３・京都府宮津市宮村・みやむら

　　６２６-００２３・京都府宮津市宮本・みやもと

　　６２６-０００１・京都府宮津市文珠・もんじゆ

　　６２６-００２４・京都府宮津市柳縄手・やなぎなわて

　　６２６-００６２・京都府宮津市山中・やまなか

　　６２６-００６７・京都府宮津市矢原・やわら

　　６２６-００７１・京都府宮津市由良・ゆら

　　６２６-００４４・京都府宮津市吉原・よしはら

　　６２６-００２２・京都府宮津市万町・よろずまち

　　６２６-０００３・京都府宮津市漁師・ りようじ

　　６２６-００２０・京都府宮津市猟師・ りようじ

　　６２６-００７７・京都府宮津市脇・わき

　　６２１-００００・京都府亀岡市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６２１-０００１・京都府亀岡市旭町・あさひちよう

　　６２１-０８０６・京都府亀岡市余部町・あまるべちよう

　　６２１-０８５１・京都府亀岡市荒塚町・あらつかちよう

　　６２１-０８６４・京都府亀岡市内丸町・うちまるちよう

　　６２１-０８０１・京都府亀岡市宇津根町・うつねちよう

　　６２１-０００８・京都府亀岡市馬路町・うまじちよう

　　６２１-０８０４・京都府亀岡市追分町・おいわけちよう

　　６２１-００１２・京都府亀岡市大井町かすみケ丘・おおいちようかすみがおか



　　６２１-００１８・京都府亀岡市大井町小金岐・おおいちようこかなげ

　　６２１-００１１・京都府亀岡市大井町土田・おおいちようつちだ

　　６２１-００１３・京都府亀岡市大井町並河・おおいちようなみかわ

　　６２１-００１６・京都府亀岡市大井町南金岐・おおいちようみなみかなげ

　　６２１-００１７・京都府亀岡市大井町北金岐・おおいちようきたかなげ

　　６２１-０８５６・京都府亀岡市上矢田町・かみやだちよう

　　６２１-０００７・京都府亀岡市河原林町河原尻・かわらはﾞやしちようかわらじり

　　６２１-０００６・京都府亀岡市河原林町勝林島・かわらはﾞやしちようしようりんじま

　　６２１-０８０３・京都府亀岡市河原町・かわらまち

　　６２１-０８０２・京都府亀岡市北河原町・きたかわらまち

　　６２１-０８１１・京都府亀岡市北古世町・きたこせちよう

　　６２１-０８６１・京都府亀岡市北町・きたまち

　　６２１-０８１８・京都府亀岡市京町・きようまち

　　６２１-０８１５・京都府亀岡市古世町・こせちよう

　　６２１-０８１９・京都府亀岡市呉服町・ごふくまち

　　６２１-０８５２・京都府亀岡市紺屋町・こんやまち

　　６２１-０８６７・京都府亀岡市塩屋町・しおやまち

　　６２１-０８２３・京都府亀岡市篠町馬堀・しのちよううまほり

　　６２１-０８２８・京都府亀岡市篠町馬堀駅前・しのちよううまほりえきまえ

　　６２１-０８２７・京都府亀岡市篠町王子・しのちようおうじ

　　６２１-０８２１・京都府亀岡市篠町柏原・しのちようかせはﾞら

　　６２１-０８２６・京都府亀岡市篠町篠・しのちようしの

　　６２１-０８３５・京都府亀岡市篠町浄法寺・しのちようじようほﾞうじ

　　６２１-０８２２・京都府亀岡市篠町野条・しのちようのじよう

　　６２１-０８３４・京都府亀岡市篠町広田・しのちようひろた

　　６２１-０８２４・京都府亀岡市篠町見晴・しのちようみはる

　　６２１-０８３１・京都府亀岡市篠町森・しのちようもり

　　６２１-０８２５・京都府亀岡市篠町山本・しのちようやまもと

　　６２１-０８２９・京都府亀岡市篠町夕日ケ丘・しのちようゆうひがおか

　　６２１-０８５４・京都府亀岡市下矢田町・しもやだちよう

　　６２１-０８６５・京都府亀岡市新町・しんまち

　　６２１-００２９・京都府亀岡市曽我部町穴太・そがべちようあなお

　　６２１-００２７・京都府亀岡市曽我部町犬飼・そがべちよういぬかい

　　６２１-００２４・京都府亀岡市曽我部町春日部・そがべちようかすかべ

　　６２１-００２１・京都府亀岡市曽我部町重利・ そがべちようしげとじ

　　６２１-００２３・京都府亀岡市曽我部町寺・そがべちようてら

　　６２１-００２５・京都府亀岡市曽我部町中・そがべちようなか

　　６２１-００２２・京都府亀岡市曽我部町南条・そがべちようなんじよう

　　６２１-００２８・京都府亀岡市曽我部町西条・そがべちようにしじよう

　　６２１-００２６・京都府亀岡市曽我部町法貴・そがべちようほうき

　　６２１-０００３・京都府亀岡市千歳町国分・ちとせちようこくぶ

　　６２１-０００２・京都府亀岡市千歳町千歳・ちとせちようちとせ

　　６２１-０００４・京都府亀岡市千歳町毘沙門・ちとせちようびしやもん

　　６２１-００５１・京都府亀岡市千代川町今津・ちよかわちよういまつﾞ

　　６２１-００４１・京都府亀岡市千代川町小川・ちよかわちようおがわ

　　６２１-００４３・京都府亀岡市千代川町小林・ ちよかわちようおはﾞやじ

　　６２１-００５４・京都府亀岡市千代川町川関・ちよかわちようかわぜき

　　６２１-００４６・京都府亀岡市千代川町北ノ庄・ちよかわちようきたのしよう

　　６２１-００４２・京都府亀岡市千代川町高野林・ ちよかわちようたかのはやじ

　　６２１-００５２・京都府亀岡市千代川町千原・ちよかわちようちはら

　　６２１-００５３・京都府亀岡市千代川町拝田・ちよかわちようはいだ

　　６２１-００４４・京都府亀岡市千代川町日吉台・ちよかわちようひよしだい

　　６２１-００４５・京都府亀岡市千代川町湯井・ちよかわちようゆい

　　６２１-０８１３・京都府亀岡市突抜町・つきぬけちよう

　　６２１-０８５５・京都府亀岡市中矢田町・なかやだちよう

　　６２１-０８６３・京都府亀岡市南郷町・なんごうちよう

　　６２１-０８１７・京都府亀岡市西竪町・にしたつちよう

　　６２１-０８４２・京都府亀岡市西つつじケ丘雲仙台・にしつつじがおかうんぜんだい

　　６２１-０８４４・京都府亀岡市西つつじケ丘霧島台・にしつつじがおかきりしまだい

　　６２１-０８４１・京都府亀岡市西つつじケ丘五月台・にしつつじがおかさつきだい

　　６２１-０８４３・京都府亀岡市西つつじケ丘大山台・にしつつじがおかだいせんだい

　　６２１-０８４５・京都府亀岡市西つつじケ丘美山台・にしつつじがおかみやまだい

　　６２１-０１２６・京都府亀岡市西別院町犬甘野・にしべついんちよういぬかんの

　　６２１-０１２１・京都府亀岡市西別院町大槻並・にしべついんちようおおつくなみ

　　６２１-０１２７・京都府亀岡市西別院町神地・にしべついんちようこうじ

　　６２１-０１２３・京都府亀岡市西別院町寺田・にしべついんちようてらだ

　　６２１-０１２２・京都府亀岡市西別院町万願寺・にしべついんちようまんがんじ

　　６２１-０１２４・京都府亀岡市西別院町柚原・にしべついんちようゆのはら

　　６２１-０１２５・京都府亀岡市西別院町笑路・にしべついんちようわろうじ

　　６２１-０８６２・京都府亀岡市西町・にしまち



　　６２１-０８６６・京都府亀岡市旅籠町・はたごまち

　　６２１-０２６１・京都府亀岡市畑野町千ケ畑・はたのちようせんがはた

　　６２１-０２６３・京都府亀岡市畑野町土ケ畑・はたのちようどんがはた

　　６２１-０２６２・京都府亀岡市畑野町広野・はたのちようひろの

　　６２１-００３４・京都府亀岡市ひえ田野町芦ノ山・ひえだのちようあしのやま

　　６２１-００３１・京都府亀岡市ひえ田野町太田・ひえだのちようおおた

　　６２１-００３５・京都府亀岡市ひえ田野町奥条・ひえだのちようおくじよう

　　６２１-００３６・京都府亀岡市ひえ田野町柿花・ひえだのちようかきはな

　　６２１-００３３・京都府亀岡市ひえ田野町佐伯・ひえだのちようさえき

　　６２１-００３２・京都府亀岡市ひえ田野町天川・ひえだのちようてんがわ

　　６２１-００３７・京都府亀岡市ひえ田野町鹿谷・ひえだのちようろくや

　　６２１-０８１６・京都府亀岡市東竪町・ひがしたつちよう

　　６２１-０８３３・京都府亀岡市東つつじケ丘曙台・ひがしつつじがおかあけほﾞのだい

　　６２１-０８３２・京都府亀岡市東つつじケ丘都台・ひがしつつじがおかみやこだい

　　６２１-０１０４・京都府亀岡市東別院町大野・ひがしべついんちようおおの

　　６２１-０１１５・京都府亀岡市東別院町栢原・ひがしべついんちようかいはﾞら

　　６２１-０１１４・京都府亀岡市東別院町鎌倉・ひがしべついんちようかまくら

　　６２１-０１０２・京都府亀岡市東別院町神原・ひがしべついんちようかみはら

　　６２１-０１１３・京都府亀岡市東別院町倉谷・ひがしべついんちようくらだに

　　６２１-０１０１・京都府亀岡市東別院町小泉・ひがしべついんちようこいずみ

　　６２１-０１０３・京都府亀岡市東別院町東掛・ひがしべついんちようとうげ

　　６２１-０１１１・京都府亀岡市東別院町南掛・ひがしべついんちようなんげ

　　６２１-０１１２・京都府亀岡市東別院町湯谷・ひがしべついんちようゆや

　　６２１-０２３４・京都府亀岡市東本梅町赤熊・ひがしほんめちようあかくま

　　６２１-０２３１・京都府亀岡市東本梅町大内・ひがしほんめちようおおうち

　　６２１-０２３３・京都府亀岡市東本梅町中野・ひがしほんめちようなかの

　　６２１-０２３５・京都府亀岡市東本梅町東大谷・ひがしほんめちようひがしおおたに

　　６２１-０２３２・京都府亀岡市東本梅町松熊・ひがしほんめちようまつくま

　　６２１-０００５・京都府亀岡市保津町・ほつﾞちよう

　　６２１-０８６９・京都府亀岡市本町・ほんまち

　　６２１-０２５３・京都府亀岡市本梅町井手・ほんめちよういで

　　６２１-０２５２・京都府亀岡市本梅町中野・ほんめちようなかの

　　６２１-０２５４・京都府亀岡市本梅町東加舎・ほんめちようひがしかや

　　６２１-０２５５・京都府亀岡市本梅町西加舎・ほんめちようにしかや

　　６２１-０２５１・京都府亀岡市本梅町平松・ほんめちようひらまつ

　　６２１-０８４６・京都府亀岡市南つつじケ丘大葉台・みなみつつじがおかおおはﾞだい

　　６２１-０８４７・京都府亀岡市南つつじケ丘桜台・みなみつつじがおかさくらだい

　　６２１-０８１４・京都府亀岡市三宅町・みやけちよう

　　６２１-０２４１・京都府亀岡市宮前町猪倉・みやざきちよういのくら

　　６２１-０２４２・京都府亀岡市宮前町神前・みやざきちようこうざき

　　６２１-０２４３・京都府亀岡市宮前町宮川・みやざきちようみやがわ

　　６２１-０８０５・京都府亀岡市安町・やすまち

　　６２１-０８５３・京都府亀岡市矢田町・やだまち

　　６２１-０８６８・京都府亀岡市柳町・やなぎまち

　　６２１-０８１２・京都府亀岡市横町・よこちよう

　　６２１-００１４・京都府亀岡市吉川町穴川・よしかわちようあながわ

　　６２１-００１５・京都府亀岡市吉川町吉田・よしかわちようよしだ

　　６１０-０１００・京都府城陽市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６１０-０１１４・京都府城陽市市辺・いちのべ

　　６１０-０１１５・京都府城陽市観音堂・かんのんどう

　　６１０-０１０２・京都府城陽市久世・くせ

　　６１０-０１０３・京都府城陽市上津屋・こうつﾞや

　　６１０-０１２１・京都府城陽市寺田・てらだ

　　６１０-０１１１・京都府城陽市富野・との

　　６１０-０１１３・京都府城陽市中・なか

　　６１０-０１１２・京都府城陽市長池・ながいけ

　　６１０-０１１６・京都府城陽市奈島・なしま

　　６１０-０１０１・京都府城陽市平川・ひらかわ

　　６１０-０１１７・京都府城陽市枇杷庄・びわのしよう

　　６１０-０１１８・京都府城陽市水主・ みずじ

　　６１７-００００・京都府向日市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６１７-０００４・京都府向日市鶏冠井町・かいでちよう

　　６１７-０００６・京都府向日市上植野町・かみうえのちよう

　　６１７-０００２・京都府向日市寺戸町・てらどちよう

　　６１７-０００５・京都府向日市向日町・むこうちよう

　　６１７-０００１・京都府向日市物集女町・もずめちよう

　　６１７-０００３・京都府向日市森本町・もりもとちよう

　　６１７-００００・京都府長岡京市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６１７-０８１１・京都府長岡京市粟生・あお

　　６１７-０８４６・京都府長岡京市泉が丘・いずみがおか



　　６１７-０８２５・京都府長岡京市一文橋・ いちもんはﾞじ

　　６１７-０８３１・京都府長岡京市一里塚・いちりつﾞか

　　６１７-０８１３・京都府長岡京市井ノ内・いのうち

　　６１７-０８１４・京都府長岡京市今里・いまざと

　　６１７-０８１５・京都府長岡京市うぐいす台・うぐいすだい

　　６１７-０８４１・京都府長岡京市梅が丘・うめがおか

　　６１７-０８５３・京都府長岡京市奥海印寺・おくかいいんじ

　　６１７-０８２６・京都府長岡京市開田・かいでん

　　６１７-０８５６・京都府長岡京市金ケ原・かねがはら

　　６１７-０８５２・京都府長岡京市河陽が丘・かようがおか

　　６１７-０８３７・京都府長岡京市久貝・くがい

　　６１７-０８３３・京都府長岡京市神足・こうたり

　　６１７-０８５１・京都府長岡京市光風台・こうふうだい

　　６１７-０８５４・京都府長岡京市こがねが丘・こがねがおか

　　６１７-０８１８・京都府長岡京市柴の里・しはﾞのさと

　　６１７-０８４５・京都府長岡京市下海印寺・しもかいいんじ

　　６１７-０８５５・京都府長岡京市浄土谷・じようどだに

　　６１７-０８３６・京都府長岡京市勝竜寺・しようりゆうじ

　　６１７-０８３５・京都府長岡京市城の里・しろのさと

　　６１７-０８４７・京都府長岡京市高台・たかだい

　　６１７-０８５７・京都府長岡京市高台西・ たかだいにじ

　　６１７-０８１７・京都府長岡京市滝ノ町・たきのちよう

　　６１７-０８２７・京都府長岡京市竹の台・たけのだい

　　６１７-０８４４・京都府長岡京市調子・ ちようじ

　　６１７-０８１２・京都府長岡京市長法寺・ちようほうじ

　　６１７-０８２４・京都府長岡京市天神・てんじん

　　６１７-０８３４・京都府長岡京市東和苑・とうわえん

　　６１７-０８４３・京都府長岡京市友岡・ともおか

　　６１７-０８２３・京都府長岡京市長岡・ながおか

　　６１７-０８１６・京都府長岡京市西の京・にしのきよう

　　６１７-０８２１・京都府長岡京市野添・のぞえ

　　６１７-０８２２・京都府長岡京市八条が丘・はちじようがおか

　　６１７-０８４２・京都府長岡京市花山・はなやま

　　６１７-０８２８・京都府長岡京市馬場・はﾞはﾞ

　　６１７-０８３２・京都府長岡京市東神足・ひがしこうたり

　　６１７-０８３８・京都府長岡京市緑が丘・みどりがおか

　　６１４-００００・京都府八幡市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６１４-８２５６・京都府八幡市岩田岩ノ前・いわたいわのまえ

　　６１４-８２５８・京都府八幡市岩田加賀ノ辻・いわたかがのつじ

　　６１４-８２６７・京都府八幡市岩田北浅地・いわたきたあさじ

　　６１４-８２５４・京都府八幡市岩田北ノ口・いわたきたのくち

　　６１４-８２５２・京都府八幡市岩田大将軍・いわただいしようぐん

　　６１４-８２６８・京都府八幡市岩田高木・いわたたかぎ

　　６１４-８２５５・京都府八幡市岩田竹綱・いわたたけつﾞな

　　６１４-８２５１・京都府八幡市岩田茶屋ノ前・いわたちややのまえ

　　６１４-８２６１・京都府八幡市岩田辻垣内・いわたつじがいと

　　６１４-８２５３・京都府八幡市岩田西玉造・いわたにしたまつくり

　　６１４-８２５７・京都府八幡市岩田橋溝・いわたはしみぞ

　　６１４-８２６６・京都府八幡市岩田八丁・いわたはつちよう

　　６１４-８２６２・京都府八幡市岩田松原・いわたまつはﾞら

　　６１４-８２６５・京都府八幡市岩田南浅地・いわたみなみあさじ

　　６１４-８２６４・京都府八幡市岩田南野・いわたみなみの

　　６１４-８２６３・京都府八幡市岩田六ノ坪・いわたろくのつほﾞ

　　６１４-８２３５・京都府八幡市内里穴ケ谷・うちざとあながだに

　　６１４-８２３２・京都府八幡市内里荒場・うちざとあれはﾞ

　　６１４-８２３１・京都府八幡市内里安居芝・うちざとあんごしはﾞ

　　６１４-８２２７・京都府八幡市内里内・うちざとうち

　　６１４-８２３９・京都府八幡市内里大谷・うちざとおおたに

　　６１４-８２３４・京都府八幡市内里女谷・うちざとおんなだに

　　６１４-８２３６・京都府八幡市内里柿谷・うちざとかきだに

　　６１４-８２３３・京都府八幡市内里河原・うちざとかわら

　　６１４-８２２９・京都府八幡市内里北ノ口・うちざときたのくち

　　６１４-８２２３・京都府八幡市内里北ノ山・うちざときたのやま

　　６１４-８２２２・京都府八幡市内里極楽橋・ うちざとごくらくはﾞじ

　　６１４-８２４９・京都府八幡市内里五丁・うちざとごちよう

　　６１４-８２２８・京都府八幡市内里菅井・うちざとすがい

　　６１４-８２２５・京都府八幡市内里砂田・うちざとすなだ

　　６１４-８２３８・京都府八幡市内里砂畠・うちざとすなはた

　　６１４-８２４２・京都府八幡市内里巽ノ口・うちざとたつみのくち

　　６１４-８２２１・京都府八幡市内里蜻蛉尻・うちざととんほﾞじり



　　６１４-８２４８・京都府八幡市内里中島・うちざとなかじま

　　６１４-８２３７・京都府八幡市内里西山川・うちざとにしやまかわ

　　６１４-８２２６・京都府八幡市内里東ノ口・うちざとひがしのくち

　　６１４-８２４４・京都府八幡市内里東山川・うちざとひがしやまかわ

　　６１４-８２４７・京都府八幡市内里日向堂・うちざとひゆうがどう

　　６１４-８２３０・京都府八幡市内里平尾・うちざとひらお

　　６１４-８２４５・京都府八幡市内里古溜池・うちざとふるためいけ

　　６１４-８２２４・京都府八幡市内里別所・うちざとべつしよ

　　６１４-８２４３・京都府八幡市内里松ケ外・うちざとまつがそと

　　６１４-８２４６・京都府八幡市内里南ノ口・うちざとみなみのくち

　　６１４-８２４１・京都府八幡市内里宮ノ前・うちざとみやのまえ

　　６１４-８３７４・京都府八幡市男山石城・おとこやまいししろ

　　６１４-８３６６・京都府八幡市男山泉・おとこやまいずみ

　　６１４-８３６５・京都府八幡市男山金振・おとこやまかなぶり

　　６１４-８３７７・京都府八幡市男山香呂・おとこやまこうろ

　　６１４-８３７２・京都府八幡市男山笹谷・おとこやまささたに

　　６１４-８３６１・京都府八幡市男山指月・おとこやましげつ

　　６１４-８３７６・京都府八幡市男山竹園・おとこやまたけぞの

　　６１４-８３６７・京都府八幡市男山長沢・おとこやまながさわ

　　６１４-８３７３・京都府八幡市男山八望・おとこやまはちほﾞう

　　６１４-８３６４・京都府八幡市男山松里・おとこやままつさと

　　６１４-８３６２・京都府八幡市男山美桜・おとこやまみざくら

　　６１４-８３７１・京都府八幡市男山雄徳・おとこやまゆうとく

　　６１４-８３７５・京都府八幡市男山弓岡・おとこやまゆみおか

　　６１４-８３６３・京都府八幡市男山吉井・おとこやまよしい

　　６１４-８１６５・京都府八幡市上奈良池ノ向・かみならいけのむこう

　　６１４-８１５１・京都府八幡市上奈良小端・かみならおはﾞた

　　６１４-８１５８・京都府八幡市上奈良北ノ口・かみならきたのくち

　　６１４-８１５３・京都府八幡市上奈良サグリ前・かみならさぐりまえ

　　６１４-８１５５・京都府八幡市上奈良城垣内・かみならしろがいと

　　６１４-８１５９・京都府八幡市上奈良大門・かみならだいもん

　　６１４-８１６６・京都府八幡市上奈良堂島・かみならどうじま

　　６１４-８１６３・京都府八幡市上奈良長池・かみならながいけ

　　６１４-８１５６・京都府八幡市上奈良奈良里・かみならならざと

　　６１４-８１５７・京都府八幡市上奈良東ノ口・かみならひがしのくち

　　６１４-８１６２・京都府八幡市上奈良日ノ尾・かみならひのお

　　６１４-８１５２・京都府八幡市上奈良御園・かみならみその

　　６１４-８１６４・京都府八幡市上奈良南ノ口・かみならみなみのくち

　　６１４-８１６１・京都府八幡市上奈良宮ノ東・ かみならみやのひがじ

　　６１４-８１５４・京都府八幡市上奈良宮ノ西・ かみならみやのにじ

　　６１４-８１１２・京都府八幡市川口馬屋尻・かわぐちうまやじり

　　６１４-８１１５・京都府八幡市川口扇ノ芝・かわぐちおうぎのしはﾞ

　　６１４-８１０２・京都府八幡市川口北浦・かわぐちきたうら

　　６１４-８１０５・京都府八幡市川口擬宝珠・かわぐちぎほﾞしゆ

　　６１４-８１１１・京都府八幡市川口小西・ かわぐちこにじ

　　６１３-０８５１・京都府八幡市川口高原・かわぐちたかはら

　　６１４-８１０６・京都府八幡市川口天神崎・かわぐちてんじんざき

　　６１４-８１１７・京都府八幡市川口西扇・かわぐちにしおうぎ

　　６１４-８１１３・京都府八幡市川口萩原・かわぐちはぎはら

　　６１４-８１０１・京都府八幡市川口浜・かわぐちはま

　　６１４-８１１６・京都府八幡市川口東扇・かわぐちひがしおうぎ

　　６１４-８１０４・京都府八幡市川口東頭・かわぐちひがしがしら

　　６１４-８１１４・京都府八幡市川口別所・かわぐちべつしよ

　　６１４-８１０３・京都府八幡市川口堀ノ内・かわぐちほりのうち

　　６１４-８２９４・京都府八幡市欽明台北・きんめいだいきた

　　６１４-８２９５・京都府八幡市欽明台中央・きんめいだいちゆうおう

　　６１４-８２９７・京都府八幡市欽明台西・ きんめいだいにじ

　　６１４-８２９６・京都府八幡市欽明台東・ きんめいだいひがじ

　　６１４-８１７１・京都府八幡市上津屋尼ケ池・こうつﾞやあまがいけ

　　６１４-８１７５・京都府八幡市上津屋石ノ塔・こうつﾞやいしのとう

　　６１４-８１７３・京都府八幡市上津屋里垣内・こうつﾞやさとがいと

　　６１４-８１７６・京都府八幡市上津屋中堤・こうつﾞやなかつﾞつみ

　　６１４-８１８３・京都府八幡市上津屋西久保・こうつﾞやにしくほﾞ

　　６１４-８１７４・京都府八幡市上津屋八王子・こうつﾞやはちおうじ

　　６１４-８１８４・京都府八幡市上津屋八丁・こうつﾞやはつちよう

　　６１４-８１８１・京都府八幡市上津屋浜垣内・こうつﾞやはまがいと

　　６１４-８１７２・京都府八幡市上津屋林・ こうつﾞやはやじ

　　６１４-８１８２・京都府八幡市上津屋南村・こうつﾞやみなみむら

　　６１４-８１４８・京都府八幡市下奈良井関・しもならいぜき

　　６１４-８１４３・京都府八幡市下奈良一丁地・しもならいつちようち



　　６１４-８１２２・京都府八幡市下奈良一丁堤・しもならいつちようつﾞつみ

　　６１４-８１４７・京都府八幡市下奈良今里・しもならいまざと

　　６１４-８１２４・京都府八幡市下奈良奥垣内・しもならおくがいと

　　６１４-８１４１・京都府八幡市下奈良上三床・しもならかみさんどこ

　　６１４-８１４６・京都府八幡市下奈良上ノ段・しもならかみのだん

　　６１４-８１２１・京都府八幡市下奈良小宮・しもならこみや

　　６１４-８１３２・京都府八幡市下奈良榊・しもならさかき

　　６１４-８１２６・京都府八幡市下奈良下三床・しもならしもさんどこ

　　６１４-８１３３・京都府八幡市下奈良新下・しもならしんげ

　　６１４-８１２７・京都府八幡市下奈良隅田・しもならすみだ

　　６１４-８１４９・京都府八幡市下奈良竹垣内・しもならたけがいと

　　６１４-８１２５・京都府八幡市下奈良出垣内・しもならでがいと

　　６１４-８１３６・京都府八幡市下奈良蜻蛉尻・しもならとんほﾞじり

　　６１４-８１３５・京都府八幡市下奈良蜻蛉尻筋・しもならとんほﾞじりすじ

　　６１４-８１３４・京都府八幡市下奈良中ノ坪・しもならなかのつほﾞ

　　６１４-８１２３・京都府八幡市下奈良名越・ しもならなごじ

　　６１４-８１４４・京都府八幡市下奈良奈良元・しもならならもと

　　６１４-８１４５・京都府八幡市下奈良二階堂・しもならにかいどう

　　６１４-８１２８・京都府八幡市下奈良野神・しもならのがみ

　　６１４-８１４２・京都府八幡市下奈良南頭・しもならみなみがしら

　　６１４-８１３１・京都府八幡市下奈良宮ノ道・しもならみやのみち

　　６１４-８２０８・京都府八幡市戸津荒堀・とうつﾞあらほり

　　６１４-８２８０・京都府八幡市戸津奥谷・とうつﾞおくたに

　　６１４-８２０７・京都府八幡市戸津北小路・とうつﾞきたしようじ

　　６１４-８２１１・京都府八幡市戸津小中代・とうつﾞこなかだい

　　６１４-８２０６・京都府八幡市戸津正ノ竹・とうつﾞしようのたけ

　　６１４-８２１６・京都府八幡市戸津谷ノ口・とうつﾞたにのくち

　　６１４-８２１５・京都府八幡市戸津堂田・とうつﾞどうでん

　　６１４-８２０４・京都府八幡市戸津蜻蛉尻・とうつﾞとんほﾞじり

　　６１４-８２０３・京都府八幡市戸津中垣内・とうつﾞなかがいと

　　６１４-８２１２・京都府八幡市戸津中代・とうつﾞなかだい

　　６１４-８２０５・京都府八幡市戸津東代・とうつﾞひがしだい

　　６１４-８２０２・京都府八幡市戸津東ノ口・とうつﾞひがしのくち

　　６１４-８２１４・京都府八幡市戸津水戸城・とうつﾞみとしろ

　　６１４-８２０１・京都府八幡市戸津南小路・とうつﾞみなみしようじ

　　６１４-８２１３・京都府八幡市戸津南代・とうつﾞみなみだい

　　６１４-８３５１・京都府八幡市西山足立・にしやまあだち

　　６１４-８３５３・京都府八幡市西山丸尾・にしやままるお

　　６１４-８３５２・京都府八幡市西山和気・にしやまわき

　　６１４-８１９３・京都府八幡市野尻一庵・のじりいちあん

　　６１４-８１９４・京都府八幡市野尻円ノ元・のじりえんのもと

　　６１４-８１９１・京都府八幡市野尻北ノ口・のじりきたのくち

　　６１４-８１９７・京都府八幡市野尻倉掛・のじりくらかけ

　　６１４-８１９５・京都府八幡市野尻城究・のじりじようぎわ

　　６１４-８１９６・京都府八幡市野尻正畑・のじりしようはた

　　６１４-８１９２・京都府八幡市野尻土井ノ内・のじりどいのうち

　　６１４-８３４５・京都府八幡市橋本愛宕山・はしもとあたごやま

　　６１４-８３２６・京都府八幡市橋本石ケ谷・はしもといしがだに

　　６１４-８３３１・京都府八幡市橋本意足・はしもといそく

　　６１４-８３４９・京都府八幡市橋本糸ケ上・はしもといとがうえ

　　６１４-８３１１・京都府八幡市橋本奥ノ町・はしもとおくのちよう

　　６１４-８３２５・京都府八幡市橋本北浄土ケ原・はしもときたじようどがはら

　　６１４-８３１５・京都府八幡市橋本北ノ町・はしもときたのちよう

　　６１４-８３２７・京都府八幡市橋本栗ケ谷・はしもとくりがだに

　　６１４-８３２３・京都府八幡市橋本興正・はしもとこうしよう

　　６１４-８３４２・京都府八幡市橋本小金川・はしもとこがねがわ

　　６１４-８３２１・京都府八幡市橋本米ノ尾・はしもとこめのお

　　６１４-８３４６・京都府八幡市橋本塩釜・はしもとしおがま

　　６１４-８３１２・京都府八幡市橋本尻江・はしもとしりえ

　　６１４-８３３２・京都府八幡市橋本新石・はしもとしんせき

　　６１４-８３４４・京都府八幡市橋本堂ケ原・はしもとどうがはら

　　６１４-８３２２・京都府八幡市橋本狩尾・はしもととがのお

　　６１４-８３３５・京都府八幡市橋本中ノ池尻・はしもとなかのいけじり

　　６１４-８３４１・京都府八幡市橋本中ノ町・はしもとなかのちよう

　　６１４-８３３４・京都府八幡市橋本西刈又・はしもとにしかりまた

　　６１４-８３１４・京都府八幡市橋本西山本・はしもとにしやまもと

　　６１４-８３３３・京都府八幡市橋本東刈又・はしもとひがしかりまた

　　６１４-８３２４・京都府八幡市橋本東浄土ケ原・はしもとひがしじようどがはら

　　６１４-８３４８・京都府八幡市橋本東原・はしもとひがしはら

　　６１４-８３１３・京都府八幡市橋本東山本・はしもとひがしやまもと



　　６１４-８３４７・京都府八幡市橋本平野山・はしもとひらのやま

　　６１４-８３３６・京都府八幡市橋本向山・はしもとむかいやま

　　６１４-８３４３・京都府八幡市橋本焼野・はしもとやけの

　　６１４-８２８９・京都府八幡市美濃山一ノ谷・みのやまいちのたに

　　６１４-８２７３・京都府八幡市美濃山井ノ元・みのやまいのもと

　　６１４-８２８４・京都府八幡市美濃山馬ケ背・みのやまうまがせ

　　６１４-８２８２・京都府八幡市美濃山大塚・みのやまおおつか

　　６１４-８２８１・京都府八幡市美濃山狐谷・みのやまきつねだに

　　６１４-８２７９・京都府八幡市美濃山幸水・みのやまこうすい

　　６１４-８２８６・京都府八幡市美濃山千原谷・みのやまちはらだに

　　６１４-８２８７・京都府八幡市美濃山出口・みのやまでぐち

　　６１４-８２８８・京都府八幡市美濃山出島・みのやまでじま

　　６１４-８２７５・京都府八幡市美濃山中尾・みのやまなかお

　　６１４-８２７８・京都府八幡市美濃山西ノ口・みのやまにしのくち

　　６１４-８２７４・京都府八幡市美濃山野神・みのやまのがみ

　　６１４-８２７１・京都府八幡市美濃山ヒル塚・みのやまひるつﾞか

　　６１４-８２９８・京都府八幡市美濃山古寺・みのやまふるでら

　　６１４-８２８３・京都府八幡市美濃山細谷・みのやまほそだに

　　６１４-８２７７・京都府八幡市美濃山宮ノ背・みのやまみやのせ

　　６１４-８２７６・京都府八幡市美濃山宮道・みのやまみやみち

　　６１４-８２７２・京都府八幡市美濃山御幸・みのやまみゆき

　　６１４-８２８５・京都府八幡市美濃山御幸谷・みのやまみゆきだに

　　６１４-８０５７・京都府八幡市八幡安居塚・やわたあんごつﾞか

　　６１４-８３０１・京都府八幡市八幡池ノ首・やわたいけのくび

　　６１４-８０８８・京都府八幡市八幡石不動・やわたいしふどう

　　６１４-８０４３・京都府八幡市八幡一ノ坪・やわたいちのつほﾞ

　　６１４-８０８４・京都府八幡市八幡今田・やわたいまだ

　　６１４-８０７６・京都府八幡市八幡植松・やわたうえまつ

　　６１４-８０６６・京都府八幡市八幡大芝・やわたおおしはﾞ

　　６１４-８００６・京都府八幡市八幡大谷・やわたおおたに

　　６１４-８０７２・京都府八幡市八幡長田・やわたおさだ

　　６１４-８０７７・京都府八幡市八幡女郎花・ やわたおみなえじ

　　６１４-８０１１・京都府八幡市八幡垣内山・やわたかいとやま

　　６１４-８３０２・京都府八幡市八幡カイトリ・やわたかいとり

　　６１４-８０５５・京都府八幡市八幡柿ケ谷・やわたかきがだに

　　６１４-８０３６・京都府八幡市八幡柿木垣内・やわたかきのきがいと

　　６１４-８０８７・京都府八幡市八幡神原・やわたかみはら

　　６１４-８０８６・京都府八幡市八幡河原崎・やわたかわらざき

　　６１４-８０６３・京都府八幡市八幡岸本・やわたきしもと

　　６１４-８０１４・京都府八幡市八幡北浦・やわたきたうら

　　６１４-８０９５・京都府八幡市八幡沓田・やわたくつでん

　　６１４-８０４５・京都府八幡市八幡久保田・やわたくほﾞた

　　６１４-８０２５・京都府八幡市八幡源氏垣外・やわたげんじがいと

　　６１４-８３０４・京都府八幡市八幡源野・やわたげんの

　　６１４-８０４４・京都府八幡市八幡御幸谷・やわたごこうだに

　　６１４-８０７１・京都府八幡市八幡五反田・やわたごたんだ

　　６１４-８０３１・京都府八幡市八幡小西・ やわたこにじ

　　６１４-８０８１・京都府八幡市八幡御馬所・やわたごはﾞしよ

　　６１４-８０３５・京都府八幡市八幡小松・やわたこまつ

　　６１４-８３０３・京都府八幡市八幡菰池・やわたこもいけ

　　６１４-８３０７・京都府八幡市八幡在応寺・やわたざいおうじ

　　６１４-８０４２・京都府八幡市八幡盛戸・やわたさかんど

　　６１４-８０４６・京都府八幡市八幡砂田・やわたさでん

　　６１４-８３０６・京都府八幡市八幡沢・やわたさわ

　　６１４-８０７５・京都府八幡市八幡三反長・やわたさんだおさ

　　６１４-８０９６・京都府八幡市八幡三ノ甲・やわたさんのこう

　　６１４-８０９３・京都府八幡市八幡三本橋・ やわたさんほﾞんはﾞじ

　　６１４-８０６１・京都府八幡市八幡式部谷・やわたしきぶだに

　　６１４-８０７３・京都府八幡市八幡軸・やわたじく

　　６１４-８００１・京都府八幡市八幡科手・やわたしなで

　　６１４-８０１７・京都府八幡市八幡柴座・やわたしはﾞざ

　　６１４-８０６２・京都府八幡市八幡清水井・やわたしみずい

　　６１４-８０９２・京都府八幡市八幡城ノ内・やわたじようのうち

　　６１４-８０８２・京都府八幡市八幡菖蒲池・やわたしようぶいけ

　　６１４-８０５３・京都府八幡市八幡水珀・やわたすいはく

　　６１４-８０６８・京都府八幡市八幡隅田口・やわたすみだぐち

　　６１４-８００３・京都府八幡市八幡千束・やわたせんぞく

　　６１４-８０２４・京都府八幡市八幡双栗・やわたそぐり

　　６１４-８０３８・京都府八幡市八幡園内・やわたそのうち

　　６１４-８０３７・京都府八幡市八幡高畑・やわたたかはﾞたけ



　　６１４-８００５・京都府八幡市八幡高坊・やわたたかほﾞう

　　６１４-８０１５・京都府八幡市八幡旦所・やわただんじよ

　　６１４-８０４７・京都府八幡市八幡月夜田・やわたつきよだ

　　６１４-８００２・京都府八幡市八幡土井・やわたどい

　　６１４-８０７９・京都府八幡市八幡東林・やわたとうりん

　　６１４-８０３９・京都府八幡市八幡苗田・やわたなえだ

　　６１４-８０５８・京都府八幡市八幡長谷・やわたながたに

　　６１４-８０６７・京都府八幡市八幡中ノ山・やわたなかのやま

　　６１３-０８５３・京都府八幡市八幡長町・やわたながまち

　　６１４-８０２３・京都府八幡市八幡名残・やわたなごり

　　６１４-８０３３・京都府八幡市八幡西島・やわたにしじま

　　６１４-８００７・京都府八幡市八幡西高坊・やわたにしたかほﾞう

　　６１４-８０８５・京都府八幡市八幡馬場・やわたはﾞはﾞ

　　６１４-８０３２・京都府八幡市八幡番賀・やわたはﾞんが

　　６１４-８０２２・京都府八幡市八幡東浦・やわたひがしうら

　　６１４-８０３０・京都府八幡市八幡東島・やわたひがしじま

　　６１４-８０４８・京都府八幡市八幡備前・やわたびぜん

　　６１３-０８５２・京都府八幡市八幡樋ノ口・やわたひのくち

　　６１４-８０９１・京都府八幡市八幡平谷・やわたびようだに

　　６１４-８０９４・京都府八幡市八幡平田・やわたひらた

　　６１４-８００８・京都府八幡市八幡平ノ山・やわたひらのやま

　　６１４-８０７８・京都府八幡市八幡広門・やわたひろかど

　　６１４-８０５６・京都府八幡市八幡福禄谷・やわたふくろくだに

　　６１４-８０３４・京都府八幡市八幡舞台・やわたぶたい

　　６１４-８０６４・京都府八幡市八幡松原・やわたまつはﾞら

　　６１４-８０５４・京都府八幡市八幡南山・やわたみなみやま

　　６１４-８０５２・京都府八幡市八幡武蔵芝・やわたむさししはﾞ

　　６１４-８０２６・京都府八幡市八幡森・やわたもり

　　６１４-８０２１・京都府八幡市八幡森垣内・やわたもりがいと

　　６１４-８３０５・京都府八幡市八幡焼木・やわたやけぎ

　　６１４-８３０８・京都府八幡市八幡八萩・やわたやはぎ

　　６１４-８０１６・京都府八幡市八幡山路・やわたやまじ

　　６１４-８０６５・京都府八幡市八幡山下・やわたやました

　　６１４-８００４・京都府八幡市八幡山柴・やわたやましはﾞ

　　６１４-８０５１・京都府八幡市八幡山田・やわたやまだ

　　６１４-８０８３・京都府八幡市八幡山本・やわたやまもと

　　６１４-８０１２・京都府八幡市八幡吉野・やわたよしの

　　６１４-８０１３・京都府八幡市八幡吉野垣内・やわたよしのがいと

　　６１４-８０４１・京都府八幡市八幡吉原・やわたよしはら

　　６１４-８０７４・京都府八幡市八幡渡ル瀬・やわたわたるせ

　　６１０-０３００・京都府京田辺市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６１０-０３１２・京都府京田辺市飯岡・いのおか

　　６１０-０３２４・京都府京田辺市打田・うつた

　　６１０-０３４３・京都府京田辺市大住・おおすみ

　　６１０-０３５１・京都府京田辺市大住ケ丘・おおすみがおか

　　６１０-０３５２・京都府京田辺市花住坂・かすみざか

　　６１０-０３６１・京都府京田辺市河原・かわら

　　６１０-０３３３・京都府京田辺市甘南備台・かんなびだい

　　６１０-０３１１・京都府京田辺市草内・くさうち

　　６１０-０３３２・京都府京田辺市興戸・こうど

　　６１０-０３２５・京都府京田辺市高船・たかふね

　　６１０-０３４１・京都府京田辺市薪・たきぎ

　　６１０-０３２１・京都府京田辺市多々羅・たたら

　　６１０-０３３１・京都府京田辺市田辺・たなべ

　　６１０-０３３４・京都府京田辺市田辺中央・たなべちゆうおう

　　６１０-０３２６・京都府京田辺市天王・てんのう

　　６１０-０３１５・京都府京田辺市同志社山手・どうししややまて

　　６１０-０３６２・京都府京田辺市東・ ひがじ

　　６１０-０３２２・京都府京田辺市普賢寺・ふげんじ

　　６１０-０３４２・京都府京田辺市松井・まつい

　　６１０-０３５３・京都府京田辺市松井ケ丘・まついがおか

　　６１０-０３２３・京都府京田辺市水取・みずとり

　　６１０-０３１４・京都府京田辺市宮津・みやつﾞ

　　６１０-０３１３・京都府京田辺市三山木・みやまき

　　６１０-０３５６・京都府京田辺市山手中央・やまてちゆうおう

　　６１０-０３５７・京都府京田辺市山手東・ やまてひがじ

　　６１０-０３５５・京都府京田辺市山手西・ やまてにじ

　　６１０-０３５４・京都府京田辺市山手南・やまてみなみ

　　６２７-００００・京都府京丹後市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６２９-３１０４・京都府京丹後市網野町浅茂川・あみのちようあさもがわ



　　６２９-３１０１・京都府京丹後市網野町網野・あみのちようあみの

　　６２９-３１３４・京都府京丹後市網野町生野内・あみのちよういくのうち

　　６２９-３１０３・京都府京丹後市網野町磯・あみのちよういそ

　　６２９-３１１２・京都府京丹後市網野町掛津・あみのちようかけつﾞ

　　６２９-３２４１・京都府京丹後市網野町木津・あみのちようきつ

　　６２９-３１３５・京都府京丹後市網野町切畑・あみのちようきりはた

　　６２９-３１３２・京都府京丹後市網野町公庄・あみのちようぐじよう

　　６２９-３１３３・京都府京丹後市網野町郷・あみのちようごう

　　６２９-３１１３・京都府京丹後市網野町小浜・あみのちようこはﾞま

　　６２９-３２４６・京都府京丹後市網野町塩江・あみのちようしおえ

　　６２９-３１２１・京都府京丹後市網野町島津・あみのちようしまつﾞ

　　６２９-３１０２・京都府京丹後市網野町下岡・あみのちようしもおか

　　６２９-３１３６・京都府京丹後市網野町新庄・あみのちようしんじよう

　　６２９-３１３１・京都府京丹後市網野町高橋・ あみのちようたかはじ

　　６２９-３２４４・京都府京丹後市網野町俵野・あみのちようたわらの

　　６２９-３１２２・京都府京丹後市網野町仲禅寺・あみのちようちゆうぜんじ

　　６２９-３２４５・京都府京丹後市網野町浜詰・あみのちようはまつﾞめ

　　６２９-３２４２・京都府京丹後市網野町日和田・あみのちようひわだ

　　６２９-３２４３・京都府京丹後市網野町溝野・あみのちようみぞの

　　６２９-３１１１・京都府京丹後市網野町三津・あみのちようみつ

　　６２９-２５１４・京都府京丹後市大宮町明田・おおみやちようあけだ

　　６２９-２５１２・京都府京丹後市大宮町五十河・おおみやちよういかが

　　６２９-２５３１・京都府京丹後市大宮町奥大野・おおみやちようおくおおの

　　６２９-２５３３・京都府京丹後市大宮町上常吉・ おおみやちようかみつねよじ

　　６２９-２５１１・京都府京丹後市大宮町久住・おおみやちようくすみ

　　６２９-２５０１・京都府京丹後市大宮町口大野・おおみやちようくちおおの

　　６２９-２５０２・京都府京丹後市大宮町河辺・おおみやちようこうべ

　　６２９-２５３４・京都府京丹後市大宮町下常吉・ おおみやちようしもつねよじ

　　６２９-２５１５・京都府京丹後市大宮町新宮・おおみやちようしんぐう

　　６２９-２５０３・京都府京丹後市大宮町周枳・おおみやちようすき

　　６２９-２５０４・京都府京丹後市大宮町善王寺・おおみやちようぜんのうじ

　　６２９-２５３２・京都府京丹後市大宮町谷内・おおみやちようたにうち

　　６２９-２５１３・京都府京丹後市大宮町延利・ おおみやちようのぶとじ

　　６２９-２５２２・京都府京丹後市大宮町三重・おおみやちようみえ

　　６２９-２５２３・京都府京丹後市大宮町三坂・おおみやちようみさか

　　６２９-２５２１・京都府京丹後市大宮町森本・おおみやちようもりもと

　　６２９-３４１０・京都府京丹後市久美浜町・くみはまちよう

　　６２９-３４２４・京都府京丹後市久美浜町旭・くみはまちようあさひ

　　６２９-３５７１・京都府京丹後市久美浜町芦原・くみはまちようあしわら

　　６２９-３４４３・京都府京丹後市久美浜町海士・くみはまちようあま

　　６２９-３５６６・京都府京丹後市久美浜町安養寺・くみはまちようあんようじ

　　６２９-３５７３・京都府京丹後市久美浜町出角・くみはまちよういずすみ

　　６２９-３５７６・京都府京丹後市久美浜町市野々・くみはまちよういちのの

　　６２９-３５７４・京都府京丹後市久美浜町市場・くみはまちよういちはﾞ

　　６２９-３４３５・京都府京丹後市久美浜町壱分・くみはまちよういちぶ

　　６２９-３４３８・京都府京丹後市久美浜町浦明・くみはまちよううらけ

　　６２９-３５５５・京都府京丹後市久美浜町円頓寺・くみはまちようえんどんじ

　　６２９-３４３６・京都府京丹後市久美浜町大井・くみはまちようおおい

　　６２９-３４２３・京都府京丹後市久美浜町大向・くみはまちようおおむかい

　　６２９-３４１４・京都府京丹後市久美浜町奥馬地・くみはまちようおくまじ

　　６２９-３４１２・京都府京丹後市久美浜町奥三谷・くみはまちようおくみたに

　　６２９-３４２２・京都府京丹後市久美浜町河内・くみはまちようかつち

　　６２９-３４２１・京都府京丹後市久美浜町葛野・くみはまちようかつﾞらの

　　６２９-３５７５・京都府京丹後市久美浜町金谷・くみはまちようかなや

　　６２９-３４３１・京都府京丹後市久美浜町鹿野・くみはまちようかの

　　６２９-３４２４・京都府京丹後市久美浜町蒲井・くみはまちようかまい

　　６２９-３４４１・京都府京丹後市久美浜町神崎・くみはまちようかんざき

　　６２９-３４１６・京都府京丹後市久美浜町神谷・くみはまちようかんだに

　　６２９-３４１３・京都府京丹後市久美浜町口馬地・くみはまちようくちまじ

　　６２９-３４１２・京都府京丹後市久美浜町口三谷・くみはまちようくちみたに

　　６２９-３５５６・京都府京丹後市久美浜町郷・くみはまちようごう

　　６２９-３４１１・京都府京丹後市久美浜町甲坂・くみはまちようこうさか

　　６２９-３４１５・京都府京丹後市久美浜町河梨・ くみはまちようこうなじ

　　６２９-３４４２・京都府京丹後市久美浜町甲山・くみはまちようこうやま

　　６２９-３５６５・京都府京丹後市久美浜町小桑・くみはまちようこぐわ

　　６２９-３４４８・京都府京丹後市久美浜町坂井・くみはまちようさかい

　　６２９-３４０５・京都府京丹後市久美浜町栄町・くみはまちようさかえまち

　　６２９-３５５４・京都府京丹後市久美浜町坂谷・くみはまちようさかだに

　　６２９-３５６２・京都府京丹後市久美浜町佐野・くみはまちようさの

　　６２９-３４３３・京都府京丹後市久美浜町三分・くみはまちようさんぶ



　　６２９-３４４５・京都府京丹後市久美浜町島・くみはまちようしま

　　６２９-３４０１・京都府京丹後市久美浜町十楽・くみはまちようじゆうらく

　　６２９-３５６４・京都府京丹後市久美浜町尉ケ畑・くみはまちようじようがはた

　　６２９-３５７０・京都府京丹後市久美浜町新庄・くみはまちようしんじよう

　　６２９-３４０７・京都府京丹後市久美浜町新橋・ くみはまちようしんはﾞじ

　　６２９-３４０８・京都府京丹後市久美浜町新町・くみはまちようしんまち

　　６２９-３５７９・京都府京丹後市久美浜町須田・くみはまちようすだ

　　６２９-３４３７・京都府京丹後市久美浜町関・くみはまちようせき

　　６２９-３５５７・京都府京丹後市久美浜町竹藤・くみはまちようたけふじ

　　６２９-３５５９・京都府京丹後市久美浜町谷・くみはまちようたに

　　６２９-３４０４・京都府京丹後市久美浜町土居・くみはまちようどい

　　６２９-３４１１・京都府京丹後市久美浜町栃谷・くみはまちようとちだに

　　６２９-３４４７・京都府京丹後市久美浜町友重・くみはまちようともしげ

　　６２９-３５５１・京都府京丹後市久美浜町永留・くみはまちようながどめ

　　６２９-３５５３・京都府京丹後市久美浜町長野・くみはまちようながの

　　６２９-３４０２・京都府京丹後市久美浜町仲町・くみはまちようなかまち

　　６２９-３４３８・京都府京丹後市久美浜町長柄・くみはまちようながら

　　６２９-３５７２・京都府京丹後市久美浜町新谷・くみはまちようにいだに

　　６２９-３４４４・京都府京丹後市久美浜町西橋爪・くみはまちようにしはしつﾞめ

　　６２９-３４０９・京都府京丹後市久美浜町西本町・くみはまちようにしほんまち

　　６２９-３５５２・京都府京丹後市久美浜町女布・くみはまちようによう

　　６２９-３５６１・京都府京丹後市久美浜町野中・くみはまちようのなか

　　６２９-３４２２・京都府京丹後市久美浜町箱石・ くみはまちようはこいじ

　　６２９-３４４４・京都府京丹後市久美浜町橋爪・くみはまちようはしつﾞめ

　　６２９-３５７８・京都府京丹後市久美浜町畑・くみはまちようはた

　　６２９-３４０６・京都府京丹後市久美浜町東本町・くみはまちようひがしほんまち

　　６２９-３４３２・京都府京丹後市久美浜町平田・くみはまちようひらた

　　６２９-３５６３・京都府京丹後市久美浜町二俣・くみはまちようふたまた

　　６２９-３５７７・京都府京丹後市久美浜町布袋野・くみはまちようほたいの

　　６２９-３４４６・京都府京丹後市久美浜町品田・くみはまちようほんで

　　６２９-３５５８・京都府京丹後市久美浜町丸山・くみはまちようまるやま

　　６２９-３４１２・京都府京丹後市久美浜町三谷・くみはまちようみたに

　　６２９-３４２２・京都府京丹後市久美浜町湊宮・くみはまちようみなとみや

　　６２９-３４３４・京都府京丹後市久美浜町三原・くみはまちようみはら

　　６２９-３４０３・京都府京丹後市久美浜町向町・くみはまちようむこうまち

　　６２９-３４４９・京都府京丹後市久美浜町油池・くみはまちようゆいけ

　　６２７-０２２７・京都府京丹後市丹後町家ノ谷・たんごちよういえのたに

　　６２７-０２４８・京都府京丹後市丹後町碇・たんごちよういかり

　　６２７-０２３７・京都府京丹後市丹後町井谷・たんごちよういだに

　　６２７-０２３５・京都府京丹後市丹後町井上・たんごちよういのうえ

　　６２７-０２２４・京都府京丹後市丹後町岩木・たんごちよういわき

　　６２７-０２４１・京都府京丹後市丹後町上野・たんごちよううえの

　　６２７-０２４７・京都府京丹後市丹後町上山・たんごちよううえやま

　　６２７-０２１１・京都府京丹後市丹後町大山・たんごちようおおやま

　　６２７-０２４４・京都府京丹後市丹後町尾和・たんごちようおわ

　　６２７-０２３９・京都府京丹後市丹後町遠下・たんごちようおんげ

　　６２７-０２２５・京都府京丹後市丹後町願興寺・たんごちようがんごうじ

　　６２７-０２４２・京都府京丹後市丹後町久僧・たんごちようきゆうそ

　　６２７-０２３８・京都府京丹後市丹後町鞍内・たんごちようくらうち

　　６２７-０２３２・京都府京丹後市丹後町此代・たんごちようこのしろ

　　６２７-０２１４・京都府京丹後市丹後町是安・たんごちようこれやす

　　６２７-０２１５・京都府京丹後市丹後町成願寺・たんごちようじようがんじ

　　６２７-０２０２・京都府京丹後市丹後町砂方・たんごちようすながた

　　６２７-０２４５・京都府京丹後市丹後町袖志・ たんごちようそでじ

　　６２７-０２０１・京都府京丹後市丹後町間人・たんごちようたいざ

　　６２７-０２２１・京都府京丹後市丹後町竹野・たんごちようたかの

　　６２７-０２４６・京都府京丹後市丹後町谷内・たんごちようたにうち

　　６２７-０２１６・京都府京丹後市丹後町徳光・たんごちようとくみつ

　　６２７-０２３４・京都府京丹後市丹後町中野・たんごちようなかの

　　６２７-０２４３・京都府京丹後市丹後町中浜・たんごちようなかはま

　　６２７-０２３１・京都府京丹後市丹後町乗原・たんごちようのんはﾞら

　　６２７-０２３６・京都府京丹後市丹後町畑・たんごちようはた

　　６２７-０２２２・京都府京丹後市丹後町筆石・ たんごちようふでじ

　　６２７-０２３３・京都府京丹後市丹後町平・たんごちようへい

　　６２７-０２２６・京都府京丹後市丹後町牧ノ谷・たんごちようまきのたに

　　６２７-０２２８・京都府京丹後市丹後町宮・たんごちようみや

　　６２７-０２１２・京都府京丹後市丹後町三宅・たんごちようみやけ

　　６２７-０２４９・京都府京丹後市丹後町三山・たんごちようみやま

　　６２７-０２２３・京都府京丹後市丹後町矢畑・たんごちようやはﾞた

　　６２７-０２１３・京都府京丹後市丹後町吉永・たんごちようよしなが



　　６２７-０００６・京都府京丹後市峰山町赤坂・みねやまちようあかさか

　　６２７-０００４・京都府京丹後市峰山町荒山・みねやまちようあらやま

　　６２７-０００７・京都府京丹後市峰山町石丸・みねやまちよういしまる

　　６２７-００３４・京都府京丹後市峰山町泉・みねやまちよういずみ

　　６２７-００３６・京都府京丹後市峰山町御旅・みねやまちようおたび

　　６２７-００２３・京都府京丹後市峰山町織元・みねやまちようおりもと

　　６２７-００２２・京都府京丹後市峰山町上・みねやまちようかみ

　　６２７-００３５・京都府京丹後市峰山町光明寺・みねやまちようこうみようじ

　　６２７-００５２・京都府京丹後市峰山町五箇・みねやまちようごか

　　６２７-００４４・京都府京丹後市峰山町小西・ みねやまちようこにじ

　　６２７-００３１・京都府京丹後市峰山町呉服・みねやまちようごふく

　　６２７-００２５・京都府京丹後市峰山町堺・みねやまちようさかい

　　６２７-００１４・京都府京丹後市峰山町四軒・みねやまちようしけん

　　６２７-００３３・京都府京丹後市峰山町白銀・みねやまちようしらがね

　　６２７-０００５・京都府京丹後市峰山町新町・みねやまちようしんまち

　　６２７-００１２・京都府京丹後市峰山町杉谷・みねやまちようすぎたに

　　６２７-００４１・京都府京丹後市峰山町菅・みねやまちようすげ

　　６２７-００１１・京都府京丹後市峰山町丹波・みねやまちようたんはﾞ

　　６２７-００３７・京都府京丹後市峰山町千歳・みねやまちようちとせ

　　６２７-０００３・京都府京丹後市峰山町内記・みねやまちようないき

　　６２７-００４２・京都府京丹後市峰山町長岡・みねやまちようながおか

　　６２７-００３２・京都府京丹後市峰山町浪花・みねやまちようなにわ

　　６２７-００５１・京都府京丹後市峰山町二箇・みねやまちようにか

　　６２７-００４５・京都府京丹後市峰山町西山・みねやまちようにしやま

　　６２７-００４３・京都府京丹後市峰山町新治・みねやまちようにんはﾞり

　　６２７-０００１・京都府京丹後市峰山町橋木・みねやまちようはしぎ

　　６２７-００５４・京都府京丹後市峰山町久次・みねやまちようひさつぎ

　　６２７-００３８・京都府京丹後市峰山町富貴屋・みねやまちようふきや

　　６２７-００１３・京都府京丹後市峰山町不断・みねやまちようふだん

　　６２７-００２６・京都府京丹後市峰山町古殿・みねやまちようふるどの

　　６２７-００５３・京都府京丹後市峰山町鱒留・みねやまちようますどめ

　　６２７-００２４・京都府京丹後市峰山町室・みねやまちようむろ

　　６２７-００２７・京都府京丹後市峰山町安・みねやまちようやす

　　６２７-０００２・京都府京丹後市峰山町矢田・みねやまちようやた

　　６２７-００２１・京都府京丹後市峰山町吉原・みねやまちようよしわら

　　６２７-０１４４・京都府京丹後市弥栄町井辺・やさかちよういのべ

　　６２７-０１２２・京都府京丹後市弥栄町芋野・やさかちよういもの

　　６２７-０１３２・京都府京丹後市弥栄町木橋・ やさかちようきはﾞじ

　　６２７-０１４５・京都府京丹後市弥栄町国久・やさかちようくにひさ

　　６２７-０１４２・京都府京丹後市弥栄町黒部・やさかちようくろべ

　　６２７-０１４１・京都府京丹後市弥栄町小田・やさかちようこだ

　　６２７-０１０２・京都府京丹後市弥栄町須川・やさかちようすがわ

　　６２７-０１２１・京都府京丹後市弥栄町堤・やさかちようつつみ

　　６２７-０１１２・京都府京丹後市弥栄町等楽寺・やさかちようとうらくじ

　　６２７-０１３３・京都府京丹後市弥栄町鳥取・やさかちようとつとり

　　６２７-０１０１・京都府京丹後市弥栄町野中・やさかちようのなか

　　６２７-０１４３・京都府京丹後市弥栄町船木・やさかちようふなき

　　６２７-０１１１・京都府京丹後市弥栄町溝谷・やさかちようみぞたに

　　６２７-０１２３・京都府京丹後市弥栄町吉沢・やさかちようよしさわ

　　６２７-０１３１・京都府京丹後市弥栄町和田野・やさかちようわだの

　　６２２-００００・京都府南丹市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６２２-００６３・京都府南丹市園部町天引・そのべちようあまびき

　　６２２-００１２・京都府南丹市園部町内林町・そのべちよううちはﾞやしまち

　　６２２-００２１・京都府南丹市園部町瓜生野・そのべちよううりうの

　　６２２-００６５・京都府南丹市園部町大河内・そのべちようおおかわち

　　６２２-００３３・京都府南丹市園部町大戸・そのべちようおおど

　　６２２-００５４・京都府南丹市園部町大西・ そのべちようおおにじ

　　６２２-００３６・京都府南丹市園部町越方・そのべちようおちかた

　　６２２-００４３・京都府南丹市園部町小山西町・そのべちようおやまにしまち

　　６２２-００４１・京都府南丹市園部町小山東町・そのべちようおやまひがしまち

　　６２２-００１１・京都府南丹市園部町上木崎町・そのべちようかみきざきまち

　　６２２-００１４・京都府南丹市園部町上本町・そのべちようかみほんまち

　　６２２-００１６・京都府南丹市園部町河原町・そのべちようかわらまち

　　６２２-００１５・京都府南丹市園部町木崎町・そのべちようきざきまち

　　６２２-００４６・京都府南丹市園部町口人・そのべちようくちうど

　　６２２-００２２・京都府南丹市園部町熊崎・そのべちようくまざき

　　６２２-００３４・京都府南丹市園部町熊原・そのべちようくまはら

　　６２２-００５２・京都府南丹市園部町黒田・そのべちようくろだ

　　６２２-００４７・京都府南丹市園部町口司・ そのべちようこうじ

　　６２２-０００４・京都府南丹市園部町小桜町・そのべちようこざくらまち



　　６２２-００４２・京都府南丹市園部町栄町・そのべちようさかえまち

　　６２２-００３５・京都府南丹市園部町佐切・そのべちようさぎり

　　６２２-００５５・京都府南丹市園部町宍人・そのべちようししうど

　　６２２-００４４・京都府南丹市園部町城南町・そのべちようじようなんまち

　　６２２-００２３・京都府南丹市園部町新堂・そのべちようしんどう

　　６２２-０００３・京都府南丹市園部町新町・そのべちようしんまち

　　６２２-００２４・京都府南丹市園部町千妻・そのべちようせんつﾞま

　　６２２-００２５・京都府南丹市園部町曽我谷・そのべちようそがだに

　　６２２-００３２・京都府南丹市園部町高屋・そのべちようたかや

　　６２２-００６２・京都府南丹市園部町竹井・そのべちようたけい

　　６２２-００５７・京都府南丹市園部町殿谷・そのべちようとのだに

　　６２２-００６１・京都府南丹市園部町仁江・そのべちようにえ

　　６２２-００５６・京都府南丹市園部町埴生・そのべちようはぶ

　　６２２-００４５・京都府南丹市園部町半田・そのべちようはんだ

　　６２２-００３１・京都府南丹市園部町船岡・そのべちようふなおか

　　６２２-００５３・京都府南丹市園部町船阪・そのべちようふなさか

　　６２２-００６４・京都府南丹市園部町法京・そのべちようほうきよう

　　６２２-００１３・京都府南丹市園部町本町・そのべちようほんまち

　　６２２-０００２・京都府南丹市園部町美園町・そのべちようみそのまち

　　６２２-００５９・京都府南丹市園部町南大谷・そのべちようみなみおおたに

　　６２２-００６６・京都府南丹市園部町南八田・そのべちようみなみはつた

　　６２２-０００１・京都府南丹市園部町宮町・そのべちようみやまち

　　６２２-００５１・京都府南丹市園部町横田・そのべちようよこた

　　６２２-００１７・京都府南丹市園部町若松町・そのべちようわかまつちよう

　　６２２-００５８・京都府南丹市園部町若森・そのべちようわかもり

　　６２９-０３３４・京都府南丹市日吉町天若・ひよしちようあまわか

　　６２９-０３１２・京都府南丹市日吉町上胡麻・ひよしちようかみごま

　　６２９-０３３１・京都府南丹市日吉町生畑・ひよしちようきはた

　　６２９-０３３２・京都府南丹市日吉町木住・ひよしちようこずみ

　　６２９-０３１１・京都府南丹市日吉町胡麻・ひよしちようごま

　　６２９-０３２１・京都府南丹市日吉町佐々江・ひよしちようささえ

　　６２９-０３０２・京都府南丹市日吉町志和賀・ひよしちようしわが

　　６２９-０３２３・京都府南丹市日吉町田原・ひよしちようたわら

　　６２９-０３４１・京都府南丹市日吉町殿田・ひよしちようとのだ

　　６２９-０３３５・京都府南丹市日吉町中・ひよしちようなか

　　６２９-０３３３・京都府南丹市日吉町中世木・ひよしちようなかせき

　　６２９-０３１３・京都府南丹市日吉町畑郷・ひよしちようはたごう

　　６２９-０３０１・京都府南丹市日吉町保野田・ひよしちようほのだ

　　６２９-０３２２・京都府南丹市日吉町四ツ谷・ひよしちようよつや

　　６０１-０７２２・京都府南丹市美山町安掛・みやまちようあがけ

　　６０１-０７０３・京都府南丹市美山町芦生・みやまちようあしう

　　６０１-０７２３・京都府南丹市美山町荒倉・みやまちようあらくら

　　６０１-０７５４・京都府南丹市美山町和泉・みやまちよういずみ

　　６０１-０７４２・京都府南丹市美山町板橋・ みやまちよういたはじ

　　６０１-０７２４・京都府南丹市美山町内久保・みやまちよううちくほﾞ

　　６０１-０７０１・京都府南丹市美山町江和・みやまちようえわ

　　６０１-０７７２・京都府南丹市美山町大野・みやまちようおおの

　　６０１-０７７８・京都府南丹市美山町音海・みやまちようおとみ

　　６０１-０７７５・京都府南丹市美山町小渕・みやまちようおぶち

　　６０１-０７７７・京都府南丹市美山町樫原・みやまちようかしわら

　　６０１-０７２１・京都府南丹市美山町上平屋・みやまちようかみひらや

　　６０１-０７７１・京都府南丹市美山町萱野・みやまちようかやの

　　６０１-０７１４・京都府南丹市美山町河内谷・みやまちようかわうちだに

　　６０１-０７１２・京都府南丹市美山町北・みやまちようきた

　　６０１-０７０５・京都府南丹市美山町佐々里・みやまちようささり

　　６０１-０７５５・京都府南丹市美山町静原・みやまちようしずはら

　　６０１-０７５１・京都府南丹市美山町島・みやまちようしま

　　６０１-０７１５・京都府南丹市美山町下・みやまちようしも

　　６０１-０７３２・京都府南丹市美山町下平屋・みやまちようしもひらや

　　６０１-０７４４・京都府南丹市美山町下吉田・みやまちようしもよしだ

　　６０１-０７５３・京都府南丹市美山町上司・ みやまちようじようじ

　　６０１-０７０４・京都府南丹市美山町白石・ みやまちようしらいじ

　　６０１-０７０２・京都府南丹市美山町田歌・みやまちようたうた

　　６０１-０７６１・京都府南丹市美山町高野・みやまちようたかの

　　６０１-０７１６・京都府南丹市美山町知見・みやまちようちみ

　　６０１-０７６２・京都府南丹市美山町鶴ケ岡・みやまちようつるがおか

　　６０１-０７６３・京都府南丹市美山町豊郷・みやまちようとよさと

　　６０１-０７１３・京都府南丹市美山町中・みやまちようなか

　　６０１-０７３４・京都府南丹市美山町長尾・みやまちようながお

　　６０１-０７５２・京都府南丹市美山町長谷・みやまちようながたに



　　６０１-０７３３・京都府南丹市美山町野添・みやまちようのぞえ

　　６０１-０７４１・京都府南丹市美山町原・みやまちようはら

　　６０１-０７７４・京都府南丹市美山町肱谷・みやまちようひじたに

　　６０１-０７３５・京都府南丹市美山町深見・みやまちようふかみ

　　６０１-０７６５・京都府南丹市美山町福居・みやまちようふくい

　　６０１-０７３１・京都府南丹市美山町又林・ みやまちようまたはﾞやじ

　　６０１-０７７３・京都府南丹市美山町三埜・みやまちようみつの

　　６０１-０７１１・京都府南丹市美山町南・みやまちようみなみ

　　６０１-０７４３・京都府南丹市美山町宮脇・みやまちようみやのわき

　　６０１-０７７６・京都府南丹市美山町向山・みやまちようむかいやま

　　６０１-０７６４・京都府南丹市美山町盛郷・みやまちようもりさと

　　６２９-０１２２・京都府南丹市八木町青戸・やぎちようあおと

　　６２９-０１１２・京都府南丹市八木町池上・やぎちよういけがみ

　　６２９-０１６４・京都府南丹市八木町池ノ内・やぎちよういけのうち

　　６２９-０１５２・京都府南丹市八木町大藪・やぎちようおおやぶ

　　６２９-０１１３・京都府南丹市八木町刑部・やぎちようおさべ

　　６２９-０２７１・京都府南丹市八木町神吉・ やぎちようかみよじ

　　６２９-０１３３・京都府南丹市八木町観音寺・やぎちようかんおんじ

　　６２９-０１１４・京都府南丹市八木町北廣瀬・やぎちようきたひろせ

　　６２９-０１３１・京都府南丹市八木町北屋賀・やぎちようきたやが

　　６２９-０１６５・京都府南丹市八木町木原・やぎちようきわら

　　６２９-０１５４・京都府南丹市八木町柴山・やぎちようしはﾞやま

　　６２９-０１６３・京都府南丹市八木町玉ノ井・やぎちようたまのい

　　６２９-０１６２・京都府南丹市八木町鳥羽・やぎちようとはﾞ

　　６２９-０１３４・京都府南丹市八木町西田・やぎちようにしだ

　　６２９-０１１１・京都府南丹市八木町野条・やぎちようのじよう

　　６２９-０１０４・京都府南丹市八木町日置・やぎちようひおき

　　６２９-０１２１・京都府南丹市八木町氷所・やぎちようひどころ

　　６２９-０１０１・京都府南丹市八木町船枝・やぎちようふなえだ

　　６２９-０１６１・京都府南丹市八木町美里・やぎちようみさと

　　６２９-０１５１・京都府南丹市八木町南廣瀬・やぎちようみなみひろせ

　　６２９-０１６６・京都府南丹市八木町室河原・やぎちようむろがわら

　　６２９-０１０２・京都府南丹市八木町室橋・ やぎちようむろはじ

　　６２９-０１０３・京都府南丹市八木町諸畑・やぎちようもろはた

　　６２９-０１３２・京都府南丹市八木町屋賀・やぎちようやが

　　６２９-０１４１・京都府南丹市八木町八木・やぎちようやぎ

　　６２９-０１５３・京都府南丹市八木町八木嶋・やぎちようやぎのしま

　　６２９-０１１５・京都府南丹市八木町山室・やぎちようやまむろ

　　６１９-０２００・京都府木津川市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６１９-０２１３・京都府木津川市市坂・いちさか

　　６１９-０２１２・京都府木津川市梅谷・うめだに

　　６１９-０２１５・京都府木津川市梅美台・うめみだい

　　６１９-０２１１・京都府木津川市鹿背山・かせやま

　　６１９-０２２４・京都府木津川市兜台・かぶとだい

　　６１９-１１０２・京都府木津川市加茂町井平尾・かもちよういびらお

　　６１９-１１３３・京都府木津川市加茂町岩船・かもちよういわふね

　　６１９-１１１２・京都府木津川市加茂町兎並・かもちよううなみ

　　６１９-１１５３・京都府木津川市加茂町駅西・ かもちようえきにじ

　　６１９-１１５４・京都府木津川市加茂町駅東・ かもちようえきひがじ

　　６１９-１１４２・京都府木津川市加茂町大野・かもちようおおの

　　６１９-１１３２・京都府木津川市加茂町大畑・かもちようおおはた

　　６１９-１１０３・京都府木津川市加茂町岡崎・かもちようおかざき

　　６１９-１１０７・京都府木津川市加茂町奥畑・かもちようおくはた

　　６１９-１１０４・京都府木津川市加茂町河原・かもちようかわら

　　６１９-１１４３・京都府木津川市加茂町観音寺・かもちようかんおんじ

　　６１９-１１１３・京都府木津川市加茂町北・かもちようきた

　　６１９-１１２１・京都府木津川市加茂町北下手・かもちようきたしもで

　　６１９-１１３６・京都府木津川市加茂町北大門・かもちようきただいもん

　　６１９-１１５２・京都府木津川市加茂町里・かもちようさと

　　６１９-１１２４・京都府木津川市加茂町勝風・かもちようしようぶ

　　６１９-１１２６・京都府木津川市加茂町尻枝・かもちようしりえだ

　　６１９-１１０１・京都府木津川市加茂町銭司・かもちようぜず

　　６１９-１１２５・京都府木津川市加茂町高去・かもちようたかさり

　　６１９-１１４４・京都府木津川市加茂町高田・かもちようたかた

　　６１９-１１３１・京都府木津川市加茂町辻・かもちようつじ

　　６１９-１１０５・京都府木津川市加茂町西・ かもちようにじ

　　６１９-１１３５・京都府木津川市加茂町西小・かもちようにしお

　　６１９-１１３４・京都府木津川市加茂町東小上・かもちようひがしおかみ

　　６１９-１１３４・京都府木津川市加茂町東小下・かもちようひがしおした

　　６１９-１１４１・京都府木津川市加茂町法花寺野・かもちようほつけじの



　　６１９-１１５１・京都府木津川市加茂町美浪・かもちようみなみ

　　６１９-１１２２・京都府木津川市加茂町南下手・かもちようみなみしもで

　　６１９-１１３６・京都府木津川市加茂町南大門・かもちようみなみだいもん

　　６１９-１１２３・京都府木津川市加茂町森・かもちようもり

　　６１９-１１１１・京都府木津川市加茂町山田・かもちようやまだ

　　６１９-１１０６・京都府木津川市加茂町例幣・かもちようれいへい

　　６１９-０２１４・京都府木津川市木津・きつﾞ

　　６１９-０２１４・京都府木津川市木津駅前・きつﾞえきまえ

　　６１９-０２２５・京都府木津川市木津川台・きつﾞがわだい

　　６１９-０２１７・京都府木津川市木津町・きつﾞまち

　　６１９-０２１６・京都府木津川市州見台・くにみだい

　　６１９-０２２２・京都府木津川市相楽・さがなか

　　６１９-０２２３・京都府木津川市相楽台・さがなかだい

　　６１９-０２１８・京都府木津川市城山台・しろやまだい

　　６１９-１１２７・京都府木津川市南加茂台・ながもだい

　　６１９-０２２１・京都府木津川市吐師・はぜ

　　６１９-０２０１・京都府木津川市山城町綺田・やましろちようかはﾞた

　　６１９-０２０４・京都府木津川市山城町上狛・やましろちようかみこま

　　６１９-０２０６・京都府木津川市山城町北河原・やましろちようきたがわら

　　６１９-０２０３・京都府木津川市山城町神童子・やましろちようじんどうじ

　　６１９-０２０５・京都府木津川市山城町椿井・やましろちようつはﾞい

　　６１９-０２０２・京都府木津川市山城町平尾・やましろちようひらお

　　６１８-００００・京都府乙訓郡大山崎町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６１８-００９１・京都府乙訓郡大山崎町円明寺・えんみようじ

　　６１８-００７１・京都府乙訓郡大山崎町大山崎・おおやまざき

　　６１８-００８１・京都府乙訓郡大山崎町下植野・しもうえの

　　６１３-００００・京都府久世郡久御山町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６１３-００２２・京都府久世郡久御山町市田・いちだ

　　６１３-００４６・京都府久世郡久御山町大橋辺・おおはしべり

　　６１３-００２５・京都府久世郡久御山町相島・おじま

　　６１３-００４５・京都府久世郡久御山町北川顔・きたかわつﾞら

　　６１３-００３２・京都府久世郡久御山町栄・さかえ

　　６１３-００３１・京都府久世郡久御山町佐古・さこ

　　６１３-００３４・京都府久世郡久御山町佐山・さやま

　　６１３-００４３・京都府久世郡久御山町島田・しまた

　　６１３-００３５・京都府久世郡久御山町下津屋・しもつや

　　６１３-００３６・京都府久世郡久御山町田井・たい

　　６１３-００４１・京都府久世郡久御山町中島・なかじま

　　６１３-００２６・京都府久世郡久御山町西一口・にしいもあらい

　　６１３-００２３・京都府久世郡久御山町野村・のむら

　　６１３-００３３・京都府久世郡久御山町林・ はやじ

　　６１３-００２１・京都府久世郡久御山町東一口・ひがしいもあらい

　　６１３-００４４・京都府久世郡久御山町藤和田・ふじわだ

　　６１３-００４２・京都府久世郡久御山町坊之池・ほﾞうのいけ

　　６１３-００２４・京都府久世郡久御山町森・もり

　　６１０-０３００・京都府綴喜郡井手町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６１０-０３０２・京都府綴喜郡井手町井手・いで

　　６１０-０３０１・京都府綴喜郡井手町多賀・たが

　　６１０-０３０３・京都府綴喜郡井手町田村新田・たむらしんでん

　　６１０-０２００・京都府綴喜郡宇治田原町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６１０-０２５２・京都府綴喜郡宇治田原町荒木・あらき

　　６１０-０２６１・京都府綴喜郡宇治田原町岩山・いわやま

　　６１０-０２１１・京都府綴喜郡宇治田原町奥山田・おくやまだ

　　６１０-０２５１・京都府綴喜郡宇治田原町高尾・こうの

　　６１０-０２５５・京都府綴喜郡宇治田原町郷之口・ごうのくち

　　６１０-０２０１・京都府綴喜郡宇治田原町禅定寺・ぜんじようじ

　　６１０-０２３１・京都府綴喜郡宇治田原町立川・たちかわ

　　６１０-０２５３・京都府綴喜郡宇治田原町贄田・ねだ

　　６１０-０２４１・京都府綴喜郡宇治田原町南・みなみ

　　６１０-０２５４・京都府綴喜郡宇治田原町銘城台・めいじようだい

　　６１０-０２２１・京都府綴喜郡宇治田原町湯屋谷・ゆやだに

　　６１０-０２０２・京都府綴喜郡宇治田原町緑苑坂・りよくえんざか

　　６１９-１３００・京都府相楽郡笠置町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６１９-１３０２・京都府相楽郡笠置町飛鳥路・あすかじ

　　６１９-１３０１・京都府相楽郡笠置町有市・ありいち

　　６１９-１３０３・京都府相楽郡笠置町笠置・かさぎ

　　６１９-１３０４・京都府相楽郡笠置町切山・きりやま

　　６１９-１２００・京都府相楽郡和束町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６１９-１２２１・京都府相楽郡和束町石寺・いしてら

　　６１９-１２２５・京都府相楽郡和束町撰原・えりはら



　　６１９-１２１２・京都府相楽郡和束町釜塚・かまつか

　　６１９-１２２４・京都府相楽郡和束町木屋・こや

　　６１９-１２２６・京都府相楽郡和束町下島・しもじま

　　６１９-１２２２・京都府相楽郡和束町白栖・しらす

　　６１９-１２０１・京都府相楽郡和束町園・その

　　６１９-１２２３・京都府相楽郡和束町杣田・そまだ

　　６１９-１２０５・京都府相楽郡和束町中・なか

　　６１９-１２０２・京都府相楽郡和束町原山・はらやま

　　６１９-１２１１・京都府相楽郡和束町別所・べつしよ

　　６１９-１２１３・京都府相楽郡和束町南・みなみ

　　６１９-１２０４・京都府相楽郡和束町門前・もんぜん

　　６１９-１２０３・京都府相楽郡和束町湯船・ゆぶね

　　６１９-０２００・京都府相楽郡精華町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６１９-０２３３・京都府相楽郡精華町乾谷・いぬいだに

　　６１９-０２３６・京都府相楽郡精華町植田・うえだ

　　６１９-０２４４・京都府相楽郡精華町北稲八間・きたいなやつﾞま

　　６１９-０２４７・京都府相楽郡精華町狛田・こまだ

　　６１９-０２３２・京都府相楽郡精華町桜が丘・さくらがおか

　　６１９-０２３４・京都府相楽郡精華町柘榴・ざくろ

　　６１９-０２４５・京都府相楽郡精華町下狛・しもこま

　　６１９-０２４２・京都府相楽郡精華町菅井・すがい

　　６１９-０２３８・京都府相楽郡精華町精華台・せいかだい

　　６１９-０２３５・京都府相楽郡精華町東畑・ひがしはﾞた

　　６１９-０２３７・京都府相楽郡精華町光台・ひかりだい

　　６１９-０２４６・京都府相楽郡精華町菱田・ひしだ

　　６１９-０２４１・京都府相楽郡精華町祝園・ほうその

　　６１９-０２４０・京都府相楽郡精華町祝園西・ ほうそのにじ

　　６１９-０２４３・京都府相楽郡精華町南稲八妻・みなみいなやつﾞま

　　６１９-０２３１・京都府相楽郡精華町山田・やまだ

　　６１９-１４００・京都府相楽郡南山城村・・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６１９-１４１１・京都府相楽郡南山城村北大河原・きたおおかわら

　　６１９-１４２２・京都府相楽郡南山城村高尾・たかお

　　６１９-１４２１・京都府相楽郡南山城村田山・たやま

　　６１９-１４０１・京都府相楽郡南山城村童仙房・どうせんほﾞう

　　６１９-１４０２・京都府相楽郡南山城村野殿・のどの

　　６１９-１４１２・京都府相楽郡南山城村南大河原・みなみおおかわら

　　６２２-０２００・京都府船井郡京丹波町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６２９-１１４１・京都府船井郡京丹波町安栖里・あせり

　　６２２-０３０１・京都府船井郡京丹波町粟野・あわの

　　６２２-０３２３・京都府船井郡京丹波町井尻・いじり

　　６２９-１１１６・京都府船井郡京丹波町市場・いちはﾞ

　　６２２-０２１２・京都府船井郡京丹波町市森・いちもり

　　６２９-１１４３・京都府船井郡京丹波町出野・いでの

　　６２９-１１４２・京都府船井郡京丹波町稲次・いなつぎ

　　６２２-０３０４・京都府船井郡京丹波町猪鼻・いのはな

　　６２２-０３１２・京都府船井郡京丹波町井脇・いわき

　　６２２-０２３６・京都府船井郡京丹波町院内・いんない

　　６２２-０２１１・京都府船井郡京丹波町上野・うえの

　　６２９-１１１７・京都府船井郡京丹波町大倉・おおくら

　　６２９-１１１１・京都府船井郡京丹波町大迫・おおさこ

　　６２９-１１４５・京都府船井郡京丹波町大簾・おおみす

　　６２９-１１２２・京都府船井郡京丹波町小畑・おはﾞた

　　６２２-０３２２・京都府船井郡京丹波町大朴・おほﾞそ

　　６２９-１１３３・京都府船井郡京丹波町角・かど

　　６２２-０４４５・京都府船井郡京丹波町鎌谷奥・かまだにおく

　　６２２-０４４２・京都府船井郡京丹波町鎌谷下・かまだにしも

　　６２２-０４４４・京都府船井郡京丹波町鎌谷中・かまだになか

　　６２９-１１０８・京都府船井郡京丹波町上粟野・かみあわの

　　６２２-０４５２・京都府船井郡京丹波町上大久保・かみおおくほﾞ

　　６２９-１１０２・京都府船井郡京丹波町上乙見・かみおとみ

　　６２２-０２２３・京都府船井郡京丹波町口八田・くちはつた

　　６２２-０３２５・京都府船井郡京丹波町小野・この

　　６２２-０２１４・京都府船井郡京丹波町蒲生・こも

　　６２９-１１３５・京都府船井郡京丹波町才原・さいはﾞら

　　６２２-０４４１・京都府船井郡京丹波町坂井・さかい

　　６２９-１１３１・京都府船井郡京丹波町坂原・さかはﾞら

　　６２２-０３０３・京都府船井郡京丹波町三ノ宮・さんのみや

　　６２２-０２３４・京都府船井郡京丹波町塩田谷・しおただに

　　６２９-１１１２・京都府船井郡京丹波町塩谷・しおたに

　　６２２-０３１５・京都府船井郡京丹波町質志・ しずじ



　　６２２-０２０２・京都府船井郡京丹波町実勢・じつせ

　　６２２-０３３２・京都府船井郡京丹波町質美・しつみ

　　６２９-１１０４・京都府船井郡京丹波町篠原・しのはら

　　６２９-１１０５・京都府船井郡京丹波町下粟野・しもあわの

　　６２２-０４５１・京都府船井郡京丹波町下大久保・しもおおくほﾞ

　　６２９-１１０３・京都府船井郡京丹波町下乙見・しもおとみ

　　６２２-０２０１・京都府船井郡京丹波町下山・しもやま

　　６２２-０２１３・京都府船井郡京丹波町須知・しゆうち

　　６２２-０２２２・京都府船井郡京丹波町新水戸・しんみと

　　６２２-０２３２・京都府船井郡京丹波町曽根・そね

　　６２２-０２２４・京都府船井郡京丹波町高岡・たかおか

　　６２２-０３３１・京都府船井郡京丹波町中台・ちゆうだい

　　６２２-０３１６・京都府船井郡京丹波町戸津川・とつかわ

　　６２２-０２０３・京都府船井郡京丹波町富田・とみた

　　６２２-０２３１・京都府船井郡京丹波町豊田・とよた

　　６２９-１１３２・京都府船井郡京丹波町中・なか

　　６２９-１１１３・京都府船井郡京丹波町長瀬・ながせ

　　６２９-１１１５・京都府船井郡京丹波町中山・なかやま

　　６２９-１１０７・京都府船井郡京丹波町西河内・にしかわうち

　　６２２-０３２１・京都府船井郡京丹波町橋爪・はしつﾞめ

　　６２２-０３２４・京都府船井郡京丹波町八田・はつた

　　６２２-０４４３・京都府船井郡京丹波町東又・ひがしまた

　　６２９-１１３４・京都府船井郡京丹波町広瀬・ひろせ

　　６２９-１１４４・京都府船井郡京丹波町広野・ひろの

　　６２２-０３１３・京都府船井郡京丹波町保井谷・ほいだに

　　６２９-１１０６・京都府船井郡京丹波町細谷・ほそたに

　　６２９-１１０１・京都府船井郡京丹波町仏主・ほどす

　　６２９-１１２１・京都府船井郡京丹波町本庄・ほんじよう

　　６２９-１１１４・京都府船井郡京丹波町升谷・ますたに

　　６２２-０３１４・京都府船井郡京丹波町水呑・みずのみ

　　６２２-０４５３・京都府船井郡京丹波町水原・みずはら

　　６２２-０２２１・京都府船井郡京丹波町水戸・みと

　　６２２-０３０２・京都府船井郡京丹波町妙楽寺・みようらくじ

　　６２２-０２３３・京都府船井郡京丹波町森・もり

　　６２２-０２３５・京都府船井郡京丹波町安井・やすい

　　６２２-０３１１・京都府船井郡京丹波町和田・わだ

　　６２６-０４００・京都府与謝郡伊根町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６２６-０４１５・京都府与謝郡伊根町井室・いむろ

　　６２６-０４２２・京都府与謝郡伊根町大原・おおはら

　　６２６-０４０１・京都府与謝郡伊根町蒲入・かまにゆう

　　６２６-０４２４・京都府与謝郡伊根町亀島・かめしま

　　６２６-０４３１・京都府与謝郡伊根町菅野・すがの

　　６２６-０４０２・京都府与謝郡伊根町長延・ちようえん

　　６２６-０４１２・京都府与謝郡伊根町津母・つも

　　６２６-０４１７・京都府与謝郡伊根町峠・とうげ

　　６２６-０４１３・京都府与謝郡伊根町泊・とまり

　　６２６-０４２１・京都府与謝郡伊根町新井・にい

　　６２６-０４３３・京都府与謝郡伊根町野村・のむら

　　６２６-０４１１・京都府与謝郡伊根町野室・のむろ

　　６２６-０４１６・京都府与謝郡伊根町畑谷・はただに

　　６２６-０４２５・京都府与謝郡伊根町日出・ひで

　　６２６-０４２３・京都府与謝郡伊根町平田・ひらた

　　６２６-０４３２・京都府与謝郡伊根町本坂・ほんざか

　　６２６-０４０５・京都府与謝郡伊根町本庄上・ほんじようあげ

　　６２６-０４０４・京都府与謝郡伊根町本庄宇治・ほんじよううじ

　　６２６-０４０３・京都府与謝郡伊根町本庄浜・ほんじようはま

　　６２６-０４１４・京都府与謝郡伊根町六万部・ろくまんぶ

　　６２９-２２００・京都府与謝郡与謝野町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６２９-２４１１・京都府与謝郡与謝野町明石・ あけじ

　　６２９-２４１３・京都府与謝郡与謝野町温江・あつえ

　　６２９-２３１１・京都府与謝郡与謝野町幾地・いくじ

　　６２９-２３０３・京都府与謝郡与謝野町石川・いしかわ

　　６２９-２２６２・京都府与謝郡与謝野町岩滝・いわたき

　　６２９-２３１４・京都府与謝郡与謝野町岩屋・いわや

　　６２９-２４０４・京都府与謝郡与謝野町後野・うしろの

　　６２９-２２６１・京都府与謝郡与謝野町男山・おとこやま

　　６２９-２４１２・京都府与謝郡与謝野町香河・かご

　　６２９-２４２１・京都府与謝郡与謝野町金屋・かなや

　　６２９-２３０１・京都府与謝郡与謝野町上山田・かみやまだ

　　６２９-２４０３・京都府与謝郡与謝野町加悦・かや



　　６２９-２４０１・京都府与謝郡与謝野町加悦奥・かやおく

　　６２９-２４０２・京都府与謝郡与謝野町算所・さんじよ

　　６２９-２３０２・京都府与謝郡与謝野町下山田・しもやまだ

　　６２９-２４２２・京都府与謝郡与謝野町滝・たき

　　６２９-２３１３・京都府与謝郡与謝野町三河内・みごうち

　　６２９-２２６３・京都府与謝郡与謝野町弓木・ゆみき

　　６２９-２４２３・京都府与謝郡与謝野町与謝・よざ

　　６２９-２３１２・京都府与謝郡与謝野町四辻・よつつじ




