
　　５１４-００００・三重県津市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５１４-００１７・三重県津市相生町・あいおいちよう

　　５１４-１１３９・三重県津市青葉台・あおはﾞだい

　　５１４-０８１１・三重県津市阿漕町・あこぎまち

　　５１４-００２２・三重県津市愛宕町・あたごちよう

　　５１４-２３０２・三重県津市安濃町安濃・あのうちようあのう

　　５１４-２３２７・三重県津市安濃町安部・あのうちようあべ

　　５１４-２３０１・三重県津市安濃町荒木・あのうちようあらき

　　５１４-２３０３・三重県津市安濃町内多・あのうちよううちだ

　　５１４-２３２４・三重県津市安濃町粟加・あのうちようおうか

　　５１４-２３０４・三重県津市安濃町太田・あのうちようおおた

　　５１４-２３２３・三重県津市安濃町大塚・あのうちようおおつか

　　５１４-２３０８・三重県津市安濃町川西・ あのうちようかわにじ

　　５１４-２３２８・三重県津市安濃町草生・あのうちようくさわ

　　５１４-２３１１・三重県津市安濃町神田・あのうちようこうだ

　　５１４-２３１５・三重県津市安濃町光明寺・あのうちようこうみようじ

　　５１４-２３１３・三重県津市安濃町今徳・あのうちようこんどく

　　５１４-２３０５・三重県津市安濃町清水・あのうちようしみず

　　５１４-２３０７・三重県津市安濃町浄土寺・あのうちようじようどうじ

　　５１４-２３０６・三重県津市安濃町曽根・あのうちようそね

　　５１４-２３２５・三重県津市安濃町田端上野・あのうちようたはﾞたうえの

　　５１４-２３１２・三重県津市安濃町連部・あのうちようつらべ

　　５１４-２３２６・三重県津市安濃町東観音寺・あのうちようとうかんおんじ

　　５１４-２３２２・三重県津市安濃町戸島・あのうちようとしま

　　５１４-２３１８・三重県津市安濃町中川・あのうちようなかがわ

　　５１４-２３２１・三重県津市安濃町野口・あのうちようのぐち

　　５１４-２３１７・三重県津市安濃町前野・あのうちようまえの

　　５１４-２３１６・三重県津市安濃町南神山・あのうちようみなみこやま

　　５１４-２３１４・三重県津市安濃町妙法寺・あのうちようみようほうじ

　　５１４-０１３１・三重県津市あのつ台・あのつだい

　　５１４-００５８・三重県津市安東町・あんとうちよう

　　５１４-０１１３・三重県津市一身田大古曽・いつしんでんおおごそ

　　５１４-００６１・三重県津市一身田上津部田・いつしんでんこうつﾞべた

　　５１４-０１１５・三重県津市一身田豊野・いつしんでんとよの

　　５１４-０１１２・三重県津市一身田中野・いつしんでんなかの

　　５１４-０１１１・三重県津市一身田平野・いつしんでんひらの

　　５１４-０１１４・三重県津市一身田町・いつしんでんちよう

　　５１５-２５２３・三重県津市一志町井生・いちしちよういう

　　５１５-２５２５・三重県津市一志町石橋・ いちしちよういしはﾞじ

　　５１５-２５２１・三重県津市一志町井関・いちしちよういせぎ

　　５１５-２５２４・三重県津市一志町大仰・いちしちようおおのき

　　５１５-２５１４・三重県津市一志町小山（小山台地）・いちしちようおやま(おやまだいち)

　　５１５-２５１４・三重県津市一志町小山（その他）・いちしちようおやま(そのた)

　　５１５-２５１１・三重県津市一志町片野・いちしちようかたの

　　５１５-２５０５・三重県津市一志町小戸木・いちしちようこべき

　　５１５-２５０１・三重県津市一志町庄村・いちしちようしようむら

　　５１５-２５１２・三重県津市一志町新沢田・いちしちようしんさわだ

　　５１５-２５２６・三重県津市一志町其倉・いちしちようそのくら

　　５１５-２５０２・三重県津市一志町其村・いちしちようそのむら

　　５１５-２５０４・三重県津市一志町高野（高野団地）・いちしちようたかの(たかのだんち)

　　５１５-２５０４・三重県津市一志町高野（野田）・いちしちようたかの(のだ)

　　５１５-２５０４・三重県津市一志町高野（その他）・いちしちようたかの(そのた)

　　５１５-２５１６・三重県津市一志町田尻・いちしちようたじり

　　５１５-２５１３・三重県津市一志町虹が丘・いちしちようにじがおか

　　５１５-２５２２・三重県津市一志町波瀬・いちしちようはぜ

　　５１５-２５１５・三重県津市一志町八太（一志団地）・いちしちようはた(いちしだんち)

　　５１５-２５１５・三重県津市一志町八太（その他）・いちしちようはた(そのた)

　　５１５-２５０３・三重県津市一志町日置・いちしちようひおき

　　５１５-２５１７・三重県津市一志町みのりケ丘・いちしちようみのりがおか

　　５１４-００５７・三重県津市一色町・いつしきちよう

　　５１４-１２５２・三重県津市稲葉町・いなはﾞちよう

　　５１４-０８３８・三重県津市岩田・いわた

　　５１４-００７６・三重県津市産品・うぶしな

　　５１４-０００１・三重県津市江戸橋・ えどはﾞじ

　　５１４-０８３４・三重県津市大倉・おおくら

　　５１４-０１２４・三重県津市大里川北町・おおざとかわきたちよう

　　５１４-０１２５・三重県津市大里窪田町・おおざとくほﾞたちよう

　　５１４-０１２３・三重県津市大里小野田町・おおざとこのだちよう

　　５１４-０１２２・三重県津市大里野田町・おおざとのだちよう

　　５１４-０１２６・三重県津市大里睦合町・おおざとむつあいちよう
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　　５１４-０１２１・三重県津市大里山室町・おおざとやまむろちよう

　　５１４-００４６・三重県津市大園町・おおぞのちよう

　　５１４-０００７・三重県津市大谷町・おおたにちよう

　　５１４-１２５７・三重県津市大鳥町・おおどりちよう

　　５１４-００３９・三重県津市押加部町・おしかべちよう

　　５１４-００１６・三重県津市乙部・おとべ

　　５１４-００７２・三重県津市小舟・おぶね

　　５１４-００１３・三重県津市海岸町・かいがんちよう

　　５１４-００８２・三重県津市片田井戸町・かただいどちよう

　　５１４-００８５・三重県津市片田久保町・かただくほﾞちよう

　　５１４-００７５・三重県津市片田志袋町・かただしぶくろちよう

　　５１４-００８３・三重県津市片田新町・かただしんまち

　　５１４-００８１・三重県津市片田田中町・かただたなかちよう

　　５１４-００７７・三重県津市片田長谷町・かただはせちよう

　　５１４-００７４・三重県津市片田長谷場町・かただはせはﾞちよう

　　５１４-００８６・三重県津市片田薬王寺町・かただやくおうじちよう

　　５１４-００８４・三重県津市片田町・かただちよう

　　５１４-００５４・三重県津市神納・かのう

　　５１４-００５２・三重県津市神納町・かのうちよう

　　５１４-０００８・三重県津市上浜町・かみはまちよう

　　５１４-０８０６・三重県津市上弁財町・かみべざいちよう

　　５１４-０８０４・三重県津市上弁財町津興・かみべざいまちつおき

　　５１４-０３１１・三重県津市香良洲町（稲葉）・からすちよう(いなはﾞ)

　　５１４-０３２６・三重県津市香良洲町（川原）・からすちよう(かわはら)

　　５１４-０３１２・三重県津市香良洲町（小松）・からすちよう(こまつ)

　　５１４-０３２５・三重県津市香良洲町（桜町）・からすちよう(さくらまち)

　　５１４-０３２４・三重県津市香良洲町（地家）・からすちよう(じけ)

　　５１４-０３２１・三重県津市香良洲町（砂原）・からすちよう(すなはら)

　　５１４-０３１４・三重県津市香良洲町（高砂）・からすちよう(たかさご)

　　５１４-０３２３・三重県津市香良洲町（馬場）・からすちよう(はﾞはﾞ)

　　５１４-０３１３・三重県津市香良洲町（浜浦）・からすちよう(はまうら)

　　５１４-０３１５・三重県津市香良洲町（その他）・からすちよう(そのた)

　　５１４-１１２２・三重県津市川方町・かわかたちよう

　　５１０-０３１３・三重県津市河芸町赤部・かわげちようあかぶ

　　５１０-０３０６・三重県津市河芸町一色・かわげちよういつしき

　　５１０-０３０４・三重県津市河芸町上野・かわげちよううえの

　　５１０-０３０７・三重県津市河芸町影重・かわげちようかげしげ

　　５１０-０３１７・三重県津市河芸町北黒田・かわげちようきたくろだ

　　５１０-０３１２・三重県津市河芸町久知野・かわげちようくちの

　　５１０-０３１５・三重県津市河芸町高佐・かわげちようたかさ

　　５１０-０３０２・三重県津市河芸町千里ケ丘・かわげちようちさとがおか

　　５１０-０３０８・三重県津市河芸町中瀬・かわげちようなかぜ

　　５１０-０３０５・三重県津市河芸町中別保・かわげちようなかべつほﾟ

　　５１０-０３０１・三重県津市河芸町西千里・かわげちようにしちさと

　　５１０-０３１４・三重県津市河芸町浜田・かわげちようはまだ

　　５１０-０３０３・三重県津市河芸町東千里・かわげちようひがしちさと

　　５１０-０３１６・三重県津市河芸町南黒田・かわげちようみなみくろだ

　　５１０-０３１１・三重県津市河芸町三行・かわげちようみゆき

　　５１０-０３１８・三重県津市河芸町杜の街・かわげちようもりのまち

　　５１４-００４４・三重県津市川添町・かわぞえちよう

　　５１４-００６２・三重県津市観音寺町・かんのんじちよう

　　５１４-０８２４・三重県津市神戸・かんべ

　　５１４-００５６・三重県津市北河路町・きたこうじちよう

　　５１４-００２３・三重県津市北町津・きたまちつ

　　５１４-００３１・三重県津市北丸之内・きたまるのうち

　　５１４-０３０２・三重県津市雲出伊倉津町・くもずいぐらつﾞちよう

　　５１４-０３０１・三重県津市雲出鋼管町・くもずこうかんちよう

　　５１４-０３０５・三重県津市雲出島貫町・くもずしまぬきちよう

　　５１４-０３０３・三重県津市雲出長常町・くもずながつねちよう

　　５１４-０３０４・三重県津市雲出本郷町・くもずほんごうちよう

　　５１４-０１０４・三重県津市栗真小川町・くりまこがわちよう

　　５１４-０１０３・三重県津市栗真中山町・くりまなかやまちよう

　　５１４-０１０２・三重県津市栗真町屋町・くりままちやちよう

　　５１５-２６１７・三重県津市グリンタウン榊原・ぐりんたうんさかきはﾞら

　　５１４-２２０４・三重県津市芸濃町雲林院・げいのうちよううじい

　　５１４-２２１２・三重県津市芸濃町岡本・げいのうちようおかもと

　　５１４-２２０８・三重県津市芸濃町忍田・げいのうちようおしだ

　　５１４-２２０６・三重県津市芸濃町小野平・げいのうちようおのひら

　　５１４-２２１３・三重県津市芸濃町北神山・げいのうちようきたこやま

　　５１４-２２０１・三重県津市芸濃町楠原・げいのうちようくすわら



　　５１４-２２０７・三重県津市芸濃町河内・げいのうちようこうち

　　５１４-２２０５・三重県津市芸濃町多門・げいのうちようたもん

　　５１４-２２０３・三重県津市芸濃町中縄・げいのうちようなかなわ

　　５１４-２２１４・三重県津市芸濃町萩野・げいのうちようはぎの

　　５１４-２２０２・三重県津市芸濃町林・ げいのうちようはやじ

　　５１４-２２１１・三重県津市芸濃町椋本・げいのうちようむくもと

　　５１４-００６５・三重県津市河辺町・こうべちよう

　　５１４-０００６・三重県津市広明町・こうめいちよう

　　５１４-１１１５・三重県津市木造町・こつくりちよう

　　５１４-００１５・三重県津市寿町・ことぶきちよう

　　５１４-０８３５・三重県津市幸町・さいわいちよう

　　５１４-０００４・三重県津市栄町・さかえまち

　　５１４-１２５１・三重県津市榊原町・さかきはﾞらちよう

　　５１４-００４７・三重県津市桜田町・さくらだちよう

　　５１４-０００３・三重県津市桜橋・ さくらはﾞじ

　　５１４-００６３・三重県津市渋見町・しぶみちよう

　　５１４-０００２・三重県津市島崎町・しまざきちよう

　　５１４-０８０５・三重県津市下弁財町津興・しもべざいまちつおき

　　５１４-０８３７・三重県津市修成町・しゆうせいちよう

　　５１４-１２５５・三重県津市庄田町・しようだちよう

　　５１４-０１０１・三重県津市白塚町・しらつかちよう

　　５１４-０８１８・三重県津市城山・しろやま

　　５１４-００２４・三重県津市新立町津・しんたてまちつ

　　５１４-００２６・三重県津市新東町塔世・しんひがしまちとうせ

　　５１４-００４２・三重県津市新町・しんまち

　　５１４-００１２・三重県津市末広町・すえひろちよう

　　５１４-１１２４・三重県津市須ケ瀬町・すがぜちよう

　　５１４-００１９・三重県津市住吉町・すみよしちよう

　　５１４-０８０１・三重県津市船頭町津興・せんどうまちつおき

　　５１４-００２７・三重県津市大門・だいもん

　　５１４-００１１・三重県津市高洲町・たかすちよう

　　５１４-０８１９・三重県津市高茶屋・たかちﾞやや

　　５１４-０８１６・三重県津市高茶屋小森上野町・たかちﾞややこもりうえのちよう

　　５１４-０８１７・三重県津市高茶屋小森町・たかちﾞややこもりちよう

　　５１４-２２２１・三重県津市高野尾町・たかのおちよう

　　５１４-０８２１・三重県津市垂水・たるみ

　　５１４-００３２・三重県津市中央・ちゆうおう

　　５１４-０８１２・三重県津市津興・つおき

　　５１４-００７３・三重県津市殿村・とのむら

　　５１４-２２２２・三重県津市豊が丘・とよがおか

　　５１４-０００５・三重県津市鳥居町・とりいちよう

　　５１４-００１８・三重県津市中河原・なかがわら

　　５１４-１２５６・三重県津市中村町・なかむらちよう

　　５１４-００６４・三重県津市長岡町・ながおかちよう

　　５１４-００１０・三重県津市なぎさまち・なぎさまち

　　５１４-０８３３・三重県津市西阿漕町岩田・にしあこぎちよういわた

　　５１４-００３８・三重県津市西古河町・にしふるかわちよう

　　５１４-００３５・三重県津市西丸之内・にしまるのうち

　　５１４-１１１６・三重県津市新家町・にのみちよう

　　５１４-００５１・三重県津市納所町・のうそちよう

　　５１４-０８３６・三重県津市野崎垣内岩田・のざきがいといわた

　　５１４-０８２６・三重県津市野田・のだ

　　５１４-００５３・三重県津市博多町・はかたちよう

　　５１５-２６０５・三重県津市白山台・はくさんだい

　　５１５-２６１４・三重県津市白山町伊勢見・はくさんちよういせみ

　　５１５-２６１６・三重県津市白山町稲垣・はくさんちよういなかけ

　　５１５-３１３７・三重県津市白山町大原・はくさんちようおおはﾞら

　　５１５-２６０４・三重県津市白山町岡・はくさんちようおか

　　５１５-２６２４・三重県津市白山町垣内・はくさんちようかいと

　　５１５-２６２３・三重県津市白山町上ノ村・はくさんちようかみのむら

　　５１５-２６０３・三重県津市白山町川口・はくさんちようかわぐち

　　５１５-３１３２・三重県津市白山町北家城・はくさんちようきたいえき

　　５１５-３１３８・三重県津市白山町小杉・はくさんちようこすぎ

　　５１５-２６２１・三重県津市白山町佐田・はくさんちようさだ

　　５１５-３１３９・三重県津市白山町城立・はくさんちようじようりゆう

　　５１５-２６２２・三重県津市白山町中ノ村・はくさんちようなかのむら

　　５１５-２６０２・三重県津市白山町二本木・はくさんちようにほんぎ

　　５１５-２６１５・三重県津市白山町八対野・はくさんちようはつたいの

　　５１５-３１３６・三重県津市白山町福田山・はくさんちようふくたやま

　　５１５-３１３１・三重県津市白山町藤・はくさんちようふじ



　　５１５-３１３５・三重県津市白山町二俣・はくさんちようふたまた

　　５１５-２６１２・三重県津市白山町古市・はくさんちようふるいち

　　５１５-３１３４・三重県津市白山町真見・はくさんちようまみ

　　５１５-２６０１・三重県津市白山町三ケ野・はくさんちようみつがの

　　５１５-３１３３・三重県津市白山町南家城・はくさんちようみなみいえき

　　５１５-２６１１・三重県津市白山町南出・はくさんちようみなみで

　　５１５-２６１３・三重県津市白山町山田野・はくさんちようやまだの

　　５１４-００４１・三重県津市八町・はつちよう

　　５１４-０００９・三重県津市羽所町・はどころちよう

　　５１４-０８２３・三重県津市半田・はんだ

　　５１４-００３７・三重県津市東古河町・ひがしふるかわちよう

　　５１４-００２５・三重県津市東町津・ひがしまちつ

　　５１４-００２８・三重県津市東丸之内・ひがしまるのうち

　　５１４-１１０３・三重県津市久居相川町・ひさいあいかわちよう

　　５１４-１２５３・三重県津市久居一色町・ひさいいつしきちよう

　　５１４-１１１４・三重県津市久居井戸山町・ひさいいどやまちよう

　　５１４-１１０８・三重県津市久居射場町・ひさいいはﾞちよう

　　５１４-１１０９・三重県津市久居烏木町・ひさいからすぎちよう

　　５１４-１１０５・三重県津市久居北口町・ひさいきたぐちちよう

　　５１４-１１１２・三重県津市久居小野辺町・ひさいこのんべちよう

　　５１４-１１３７・三重県津市久居小戸木町・ひさいこべきちよう

　　５１４-１１１１・三重県津市久居桜が丘町・ひさいさくらがおかちよう

　　５１４-１１３２・三重県津市久居幸町・ひさいさやまち

　　５１４-１１１８・三重県津市久居新町・ひさいしんまち

　　５１４-１１０６・三重県津市久居寺町・ひさいてらまち

　　５１４-１１０７・三重県津市久居中町・ひさいなかまち

　　５１４-１１３１・三重県津市久居西鷹跡町・ひさいにしたかとまち

　　５１４-１１２１・三重県津市久居二ノ町・ひさいにのまち

　　５１４-１１１７・三重県津市久居野口町・ひさいのぐちちよう

　　５１４-１１１３・三重県津市久居野村町・ひさいのむらちよう

　　５１４-１１３４・三重県津市久居旅籠町・ひさいはたごまち

　　５１４-１１３６・三重県津市久居東鷹跡町・ひさいひがしたかとまち

　　５１４-１１０２・三重県津市久居藤ケ丘町・ひさいふじがおかちよう

　　５１４-１１３５・三重県津市久居本町・ひさいほんまち

　　５１４-１２５８・三重県津市久居緑が丘町・ひさいみどりがおかちよう

　　５１４-１１０１・三重県津市久居明神町・ひさいみようじんちよう

　　５１４-１１０４・三重県津市久居持川町・ひさいもちかわちよう

　　５１４-１１２５・三重県津市久居元町・ひさいもとまち

　　５１４-１１３３・三重県津市久居万町・ひさいよろずまち

　　５１４-０８１４・三重県津市藤枝町・ふじえだちよう

　　５１４-０８１５・三重県津市藤方・ふじかた

　　５１４-１１３８・三重県津市戸木町・へきちよう

　　５１４-０８３１・三重県津市本町・ほんまち

　　５１４-１１２３・三重県津市牧町・まきちよう

　　５１４-００３３・三重県津市丸之内・まるのうち

　　５１４-００３６・三重県津市丸之内養正町・まるのうちようせいちよう

　　５１４-０８０２・三重県津市三重町津興・みえちようつおき

　　５１４-００４５・三重県津市美川町・みかわちよう

　　５１４-２１０６・三重県津市美里町足坂・みさとちようあしざか

　　５１４-２１０７・三重県津市美里町穴倉・みさとちようあなくら

　　５１４-２１０４・三重県津市美里町家所・みさとちよういえどころ

　　５１４-２１０５・三重県津市美里町五百野・みさとちよういおの

　　５１４-２１１５・三重県津市美里町桂畑・みさとちようかつらはた

　　５１４-２１１２・三重県津市美里町北長野・みさとちようきたながの

　　５１４-２１０１・三重県津市美里町高座原・みさとちようこうざわら

　　５１４-２１０３・三重県津市美里町日南田・みさとちようひなた

　　５１４-２１１１・三重県津市美里町平木・みさとちようひらぎ

　　５１４-２１０２・三重県津市美里町船山・みさとちようふなやま

　　５１４-２１１３・三重県津市美里町三郷・みさとちようみさと

　　５１４-２１１４・三重県津市美里町南長野・みさとちようみなみながの

　　５１５-３５３３・三重県津市美杉町石名原・みすぎちよういしなはら

　　５１５-３５３１・三重県津市美杉町奥津・みすぎちようおきつ

　　５１５-３３１２・三重県津市美杉町上多気・みすぎちようかみたげ

　　５１５-３５３２・三重県津市美杉町川上・みすぎちようかわかみ

　　５１５-３３１１・三重県津市美杉町下多気・みすぎちようしもたげ

　　５１５-３２０３・三重県津市美杉町下之川・みすぎちようしものがわ

　　５１５-３５３４・三重県津市美杉町杉平・みすぎちようすぎひら

　　５１５-３２０１・三重県津市美杉町竹原・みすぎちようたけはら

　　５１５-３５３６・三重県津市美杉町太郎生・みすぎちようたろお

　　５１５-３３１３・三重県津市美杉町丹生俣・みすぎちようにゆうのまた



　　５１５-３２０２・三重県津市美杉町八手俣・みすぎちようはてまた

　　５１５-３５３５・三重県津市美杉町三多気・みすぎちようみたけ

　　５１５-３４２１・三重県津市美杉町八知・みすぎちようやち

　　５１４-０８２５・三重県津市緑が丘・みどりがおか

　　５１４-００１４・三重県津市港町・みなとまち

　　５１４-０８２２・三重県津市南が丘・みなみがおか

　　５１４-００５５・三重県津市南河路・みなみこうじ

　　５１４-００４３・三重県津市南新町・みなみしんまち

　　５１４-０８３２・三重県津市南中央・みなみちゆうおう

　　５１４-００３４・三重県津市南丸之内・みなみまるのうち

　　５１４-１２５４・三重県津市森町・もりちよう

　　５１４-０８０３・三重県津市柳山津興・やなぎやまつおき

　　５１４-０８１３・三重県津市八幡町・やはたちよう

　　５１４-０１１６・三重県津市夢が丘・ゆめがおか

　　５１４-００２１・三重県津市万町津・よろずまちつ

　　５１４-００７１・三重県津市分部・わけべ

　　５１０-００００・三重県四日市市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５１０-００４４・三重県四日市市相生町・あいおいちよう

　　５１０-０８３９・三重県四日市市青葉町・あおはﾞちよう

　　５１２-８０４６・三重県四日市市あかつき台・あかつきだい

　　５１０-０８２６・三重県四日市市赤堀・あかほり

　　５１０-０８２５・三重県四日市市赤堀新町・あかほりしんまち

　　５１０-０８２７・三重県四日市市赤堀南町・あかほりみなみまち

　　５１２-１２０２・三重県四日市市あがたが丘・あがたがおか

　　５１０-０８１０・三重県四日市市阿倉川新町・あくらがわしんまち

　　５１０-０８０３・三重県四日市市阿倉川町・あくらがわちよう

　　５１０-００５３・三重県四日市市曙・あけほﾞの

　　５１０-００５４・三重県四日市市曙町・あけほﾞのちよう

　　５１２-１２０４・三重県四日市市赤水町・あこずちよう

　　５１２-８０５５・三重県四日市市あさけが丘・あさけがおか

　　５１２-８０５４・三重県四日市市朝明町・あさけちよう

　　５１０-００６１・三重県四日市市朝日町・あさひまち

　　５１０-８００１・三重県四日市市天カ須賀・あまがすか

　　５１０-８００２・三重県四日市市天カ須賀新町・あまがすかしんまち

　　５１２-０９１１・三重県四日市市生桑町・いくわちよう

　　５１０-０８３２・三重県四日市市伊倉・いぐら

　　５１２-８０６６・三重県四日市市伊坂台・いさかだい

　　５１２-８０６４・三重県四日市市伊坂町・いさかちよう

　　５１０-０８２８・三重県四日市市石塚町・いしつﾞかちよう

　　５１０-０８４２・三重県四日市市石原町・いしはらちよう

　　５１０-０８６３・三重県四日市市磯津・いそつﾞ

　　５１２-１３０２・三重県四日市市市場町・いちはﾞちよう

　　５１０-００４１・三重県四日市市稲葉町・いなはﾞちよう

　　５１２-０９３１・三重県四日市市浮橋・ うきはじ

　　５１２-１１０１・三重県四日市市内山町・うちやまちよう

　　５１０-０８７２・三重県四日市市内堀町・うつほﾞりちよう

　　５１０-０９５３・三重県四日市市釆女が丘・うねめがおか

　　５１０-０９５４・三重県四日市市釆女町・うねめちよう

　　５１０-００７４・三重県四日市市鵜の森・うのもり

　　５１０-００２３・三重県四日市市午起・ うまおこじ

　　５１２-１２０６・三重県四日市市江村町・えむらちよう

　　５１０-０８８２・三重県四日市市追分・おいわけ

　　５１２-１２１６・三重県四日市市桜花台・おうかだい

　　５１０-０８６６・三重県四日市市大池町・おおいけちよう

　　５１０-０８３５・三重県四日市市大井手・おおいで

　　５１０-０８４６・三重県四日市市大井の川町・おおいのかわちよう

　　５１２-８０５３・三重県四日市市大鐘町・おおがねちよう

　　５１０-０８６３・三重県四日市市大里町・おおざとちよう

　　５１２-０９０１・三重県四日市市大谷台・おおたにだい

　　５１０-０８４７・三重県四日市市大浜町・おおはまちよう

　　５１０-０００３・三重県四日市市大宮町・おおみやちよう

　　５１０-０００４・三重県四日市市大宮西町・おおみやにしまち

　　５１０-８０３９・三重県四日市市大矢知新町・おおやちしんまち

　　５１０-８０３４・三重県四日市市大矢知町・おおやちちよう

　　５１０-００８３・三重県四日市市沖の島町・おきのしまちよう

　　５１０-０９５８・三重県四日市市小古曽・おごそ

　　５１０-０９５２・三重県四日市市小古曽町・おごそちよう

　　５１０-０９５１・三重県四日市市小古曽東・ おごそひがじ

　　５１０-００５９・三重県四日市市尾上町・おのえちよう

　　５１０-０８７５・三重県四日市市大治田・おはﾞた



　　５１２-０９２１・三重県四日市市尾平町・おびらちよう

　　５１２-１１０２・三重県四日市市小山町・おやまちよう

　　５１０-０９５６・三重県四日市市貝家町・かいげちよう

　　５１０-０８７３・三重県四日市市貝塚町・かいつﾞかちよう

　　５１０-００１１・三重県四日市市霞・かすみ

　　５１０-００１４・三重県四日市市金場町・かねはﾞちよう

　　５１２-１２０１・三重県四日市市上海老町・かみえびちよう

　　５１２-８０４５・三重県四日市市萱生町・かようちよう

　　５１０-０８５３・三重県四日市市川合町・かわいちよう

　　５１０-８０３２・三重県四日市市川北町・かわきたちよう

　　５１２-０９３５・三重県四日市市川島新町・かわしましんまち

　　５１２-０９３４・三重県四日市市川島町・かわしまちよう

　　５１０-０８７１・三重県四日市市川尻町・かわじりちよう

　　５１０-０８７４・三重県四日市市河原田町・かわらだちよう

　　５１０-００３３・三重県四日市市川原町・かわらまち

　　５１０-８０３１・三重県四日市市川北・かわきた

　　５１０-０９５５・三重県四日市市北小松町・きたこまつちよう

　　５１０-００９８・三重県四日市市北条町・きたじようまち

　　５１０-００４７・三重県四日市市北納屋町・きたなやちよう

　　５１２-１２０８・三重県四日市市北野町・きたのちよう

　　５１０-００６２・三重県四日市市北浜田町・きたはまだちよう

　　５１０-００９１・三重県四日市市北浜町・きたはまちよう

　　５１０-００８１・三重県四日市市北町・きたまち

　　５１２-８０５１・三重県四日市市北山町・きたやまちよう

　　５１０-００３２・三重県四日市市京町・きようまち

　　５１０-０１０１・三重県四日市市楠町小倉・くすちようおぐら

　　５１０-０１０７・三重県四日市市楠町北一色・くすちようきたいつしき

　　５１０-０１０３・三重県四日市市楠町北五味塚・くすちようきたごみつﾞか

　　５１０-０１０６・三重県四日市市楠町本郷・くすちようほんごう

　　５１０-０１０５・三重県四日市市楠町南川・くすちようみなみがわ

　　５１０-０１０４・三重県四日市市楠町南五味塚・くすちようみなみごみつﾞか

　　５１０-０１０２・三重県四日市市楠町吉崎・くすちようよしざき

　　５１０-００７２・三重県四日市市九の城町・くのしろちよう

　　５１０-０８２１・三重県四日市市久保田・くほﾞた

　　５１０-００４５・三重県四日市市蔵町・くらまち

　　５１２-１２０７・三重県四日市市黒田町・くろだちよう

　　５１２-８０６２・三重県四日市市黄金町・こがねちよう

　　５１２-０９０３・三重県四日市市小杉新町・こすぎしんまち

　　５１２-０９０２・三重県四日市市小杉町・こすぎちよう

　　５１０-００５５・三重県四日市市寿町・ことぶきちよう

　　５１０-０８６５・三重県四日市市小浜町・こはまちよう

　　５１０-０９４６・三重県四日市市小林町・こはﾞやしちよう

　　５１２-１３０３・三重県四日市市小牧町・こまきちよう

　　５１２-０９３２・三重県四日市市小生町・こもちよう

　　５１０-００６９・三重県四日市市幸町・さいわいちよう

　　５１０-００８４・三重県四日市市栄町・さかえまち

　　５１２-０９０５・三重県四日市市坂部が丘・さかべがおか

　　５１２-０９０８・三重県四日市市坂部台・さかべだい

　　５１２-１２１５・三重県四日市市桜新町・さくらしんまち

　　５１２-１２１４・三重県四日市市桜台・さくらだい

　　５１２-１２１３・三重県四日市市桜台本町・さくらだいほんまち

　　５１２-１２１１・三重県四日市市桜町・さくらちよう

　　５１０-０９４４・三重県四日市市笹川・ささがわ

　　５１２-８０５６・三重県四日市市札場町・さつはﾞちよう

　　５１０-００２１・三重県四日市市三郎町・さぶろうまち

　　５１０-００６８・三重県四日市市三栄町・さんえいちよう

　　５１０-０８６３・三重県四日市市塩浜・しおはま

　　５１０-０８６３・三重県四日市市塩浜栄町・しおはまさかえまち

　　５１０-０８５１・三重県四日市市塩浜町・しおはまちよう

　　５１０-０８５４・三重県四日市市塩浜本町・しおはまほんまち

　　５１２-１１１３・三重県四日市市鹿間町・しかまちよう

　　５１０-０８２２・三重県四日市市芝田・しはﾞた

　　５１０-０８１４・三重県四日市市清水町・しみずちよう

　　５１２-１２０３・三重県四日市市下海老町・しもえびちよう

　　５１０-８０３３・三重県四日市市下さざらい町・しもさざらいちよう

　　５１０-８０２８・三重県四日市市下之宮町・しものみやちよう

　　５１０-００５７・三重県四日市市昌栄町・しようえいちよう

　　５１０-０８６７・三重県四日市市松泉町・しようせんちよう

　　５１０-００１８・三重県四日市市白須賀・しらすか

　　５１０-０８２３・三重県四日市市城北町・しろきたちよう



　　５１０-０８２９・三重県四日市市城西町・しろにしちよう

　　５１０-０８２４・三重県四日市市城東町・しろひがしまち

　　５１０-００１５・三重県四日市市城山町・しろやまちよう

　　５１０-００６４・三重県四日市市新正・しんしよう

　　５１０-００９４・三重県四日市市新々町・しんしんまち

　　５１０-００９２・三重県四日市市新町・しんちよう

　　５１０-００２４・三重県四日市市新浜町・しんはまちよう

　　５１０-００６３・三重県四日市市十七軒町・じゆうしちけんちよう

　　５１０-８０２６・三重県四日市市十志町・じゆうしちよう

　　５１２-１１０５・三重県四日市市水沢町・すいざわちよう

　　５１２-０３０１・三重県四日市市水沢野田町・すいざわのだちよう

　　５１０-０８１３・三重県四日市市末永・すえなが

　　５１０-０８０７・三重県四日市市末永町・すえながちよう

　　５１０-００５２・三重県四日市市末広町・すえひろちよう

　　５１２-０９２５・三重県四日市市菅原町・すがはらちよう

　　５１０-８００３・三重県四日市市住吉町・すみよしちよう

　　５１０-００８６・三重県四日市市諏訪栄町・すわさかえまち

　　５１０-００８５・三重県四日市市諏訪町・すわちよう

　　５１２-０９２２・三重県四日市市曽井町・そいちよう

　　５１０-００２２・三重県四日市市大協町・だいきようちよう

　　５１０-８０１７・三重県四日市市平町・たいらまち

　　５１０-０８５７・三重県四日市市高旭町・たかあさひちよう

　　５１０-００４２・三重県四日市市高砂町・たかさごちよう

　　５１２-０９２３・三重県四日市市高角町・たかつのちよう

　　５１０-０９４５・三重県四日市市高花平・たかはなだいら

　　５１０-００２７・三重県四日市市高浜新町・たかはましんまち

　　５１０-００２６・三重県四日市市高浜町・たかはまちよう

　　５１２-１３０１・三重県四日市市高見台・たかみだい

　　５１０-０８４４・三重県四日市市宝町・たからまち

　　５１０-００３４・三重県四日市市滝川町・たきがわちよう

　　５１０-８０３８・三重県四日市市垂坂新町・たるさかしんまち

　　５１０-８０３７・三重県四日市市垂坂町・たるさかちよう

　　５１２-１２１２・三重県四日市市智積町・ちしやくちよう

　　５１０-００５１・三重県四日市市千歳町・ちとせちよう

　　５１０-００８２・三重県四日市市中部・ちゆうぶ

　　５１２-８０６５・三重県四日市市千代田町・ちよだちよう

　　５１２-０９２４・三重県四日市市寺方町・てらがたちよう

　　５１０-００３５・三重県四日市市陶栄町・とうえいちよう

　　５１２-１１１５・三重県四日市市堂ケ山町・どうがやまちよう

　　５１０-００２５・三重県四日市市東新町・とうしんちよう

　　５１０-０８４８・三重県四日市市東邦町・とうほうちよう

　　５１０-０８３４・三重県四日市市ときわ・ときわ

　　５１０-０８８３・三重県四日市市泊小柳町・とまりこやなぎちよう

　　５１０-０８８４・三重県四日市市泊町・とまりちよう

　　５１０-０８９４・三重県四日市市泊村・とまりむら

　　５１０-０８９２・三重県四日市市泊山崎町・とまりやまざきちよう

　　５１０-８０１６・三重県四日市市富州原町・とみすはらちよう

　　５１０-８０１４・三重県四日市市富田・とみだ

　　５１０-８００４・三重県四日市市富田一色町・とみだいつしきちよう

　　５１０-８０２５・三重県四日市市富田栄町・とみださかえまち

　　５１０-８００８・三重県四日市市富田浜町・とみだはまちよう

　　５１０-８００７・三重県四日市市富田浜元町・とみだはまもとちよう

　　５１０-０８３３・三重県四日市市中川原・なかがわら

　　５１０-０８６４・三重県四日市市中里町・なかざとちよう

　　５１０-００４８・三重県四日市市中納屋町・なかなやちよう

　　５１２-１３０４・三重県四日市市中野町・なかのちよう

　　５１０-００６５・三重県四日市市中浜田町・なかはまだちよう

　　５１０-００９６・三重県四日市市中町・なかまち

　　５１２-８０４４・三重県四日市市中村町・なかむらちよう

　　５１０-０８５６・三重県四日市市七つ屋町・ななつやちよう

　　５１０-０８１２・三重県四日市市西阿倉川・にしあくらがわ

　　５１０-０８３１・三重県四日市市西伊倉町・にしいぐらちよう

　　５１０-００７１・三重県四日市市西浦・にしうら

　　５１２-８０５２・三重県四日市市西大鐘町・にしおおがねちよう

　　５１２-０９１３・三重県四日市市西坂部町・にしさかべちよう

　　５１０-００８７・三重県四日市市西新地・にししんち

　　５１０-００５８・三重県四日市市西末広町・にしすえひろちよう

　　５１０-８０２３・三重県四日市市西富田・にしとみだ

　　５１０-８０２４・三重県四日市市西富田町・にしとみだちよう

　　５１０-００７３・三重県四日市市西浜田町・にしはまだちよう



　　５１０-０９４３・三重県四日市市西日野町・にしひのちよう

　　５１０-００８９・三重県四日市市西町・にしまち

　　５１０-０８３７・三重県四日市市西松本町・にしまつもとちよう

　　５１２-１３０５・三重県四日市市西村町・にしむらちよう

　　５１２-１１０３・三重県四日市市西山町・にしやまちよう

　　５１０-０８１５・三重県四日市市野田・のだ

　　５１０-０９６２・三重県四日市市波木が丘町・はぎがおかちよう

　　５１０-０９６１・三重県四日市市波木町・はぎちよう

　　５１０-０９６３・三重県四日市市波木南台・はぎみなみだい

　　５１０-０８６８・三重県四日市市馳出・ はせだじ

　　５１０-０８５５・三重県四日市市馳出町・はせだしちよう

　　５１０-０９４７・三重県四日市市八王子町・はちおうじちよう

　　５１０-００９７・三重県四日市市八幡町・はちまんちよう

　　５１０-０００１・三重県四日市市八田・はつた

　　５１０-００１２・三重県四日市市羽津・はつﾞ

　　５１０-００１７・三重県四日市市羽津町・はつﾞちよう

　　５１０-０００２・三重県四日市市羽津中・はつﾞなか

　　５１０-００１６・三重県四日市市羽津山町・はつﾞやまちよう

　　５１０-０８５２・三重県四日市市浜旭町・はまあさひちよう

　　５１０-００３１・三重県四日市市浜一色町・はまいつしきちよう

　　５１０-８００９・三重県四日市市浜園町・はまぞのちよう

　　５１０-００６７・三重県四日市市浜田町・はまだちよう

　　５１０-００４６・三重県四日市市浜町・はままち

　　５１０-０８０４・三重県四日市市万古町・はﾞんこちよう

　　５１０-０８０５・三重県四日市市東阿倉川・ひがしあくらがわ

　　５１２-０９０７・三重県四日市市東ケ谷・ひがしがたに

　　５１２-０９０４・三重県四日市市東坂部町・ひがしさかべちよう

　　５１０-８０３５・三重県四日市市東垂坂町・ひがしたるさかちよう

　　５１０-８００６・三重県四日市市東富田町・ひがしとみだちよう

　　５１０-０９４１・三重県四日市市東日野・ひがしひの

　　５１０-０９４２・三重県四日市市東日野町・ひがしひのちよう

　　５１０-８０１１・三重県四日市市東茂福町・ひがしもちぶくちよう

　　５１０-０８８５・三重県四日市市日永・ひなが

　　５１０-０８８６・三重県四日市市日永東・ ひながひがじ

　　５１０-０８９１・三重県四日市市日永西・ ひながにじ

　　５１２-１２０５・三重県四日市市平尾町・ひらおちよう

　　５１２-８０６１・三重県四日市市広永町・ひろながちよう

　　５１０-００１３・三重県四日市市富士町・ふじちよう

　　５１０-８００５・三重県四日市市富双・ふそう

　　５１２-８０４３・三重県四日市市平津新町・へいつﾞしんまち

　　５１２-８０４２・三重県四日市市平津町・へいつﾞちよう

　　５１０-０００７・三重県四日市市別名・べつめい

　　５１２-０９３６・三重県四日市市別山・べつやま

　　５１０-００７６・三重県四日市市堀木・ほりき

　　５１０-０８０６・三重県四日市市本郷町・ほんごうちよう

　　５１０-００９３・三重県四日市市本町・ほんまち

　　５１０-０８９３・三重県四日市市前田町・まえだちよう

　　５１０-８０２２・三重県四日市市蒔田・まきた

　　５１２-１３０６・三重県四日市市まきの木台・まきのきだい

　　５１０-８０２１・三重県四日市市松寺・まつてら

　　５１０-８０１５・三重県四日市市松原町・まつはﾞらちよう

　　５１０-０８３６・三重県四日市市松本・まつもと

　　５１２-０９１２・三重県四日市市三重・みえ

　　５１２-１１０４・三重県四日市市美里町・みさとちよう

　　５１０-０８６２・三重県四日市市御薗町・みそのちよう

　　５１２-０９３３・三重県四日市市三滝台・みたきだい

　　５１０-０８４１・三重県四日市市三田町・みたちよう

　　５１０-０８０２・三重県四日市市三ツ谷町・みつやちよう

　　５１０-０８０１・三重県四日市市三ツ谷東町・みつやひがしまち

　　５１０-０００６・三重県四日市市緑丘町・みどりがおかちよう

　　５１０-０００８・三重県四日市市南いかるが町・みなみいかるがちよう

　　５１０-００５６・三重県四日市市南起町・みなみおこしちよう

　　５１０-０９７１・三重県四日市市南小松町・みなみこまつちよう

　　５１２-０９１４・三重県四日市市南坂部町・みなみさかべちよう

　　５１０-８０３６・三重県四日市市南垂坂町・みなみたるさかちよう

　　５１０-８０１３・三重県四日市市南富田町・みなみとみだちよう

　　５１０-００４３・三重県四日市市南納屋町・みなみなやちよう

　　５１０-００６６・三重県四日市市南浜田町・みなみはまだちよう

　　５１０-０８３８・三重県四日市市南松本町・みなみまつもとちよう

　　５１０-０８４３・三重県四日市市宮東町・みやひがしちよう



　　５１０-０８４５・三重県四日市市海山道町・みやまどちよう

　　５１０-０８１１・三重県四日市市みゆきケ丘・みゆきがおか

　　５１０-０９４８・三重県四日市市室山町・むろやまちよう

　　５１０-８０２７・三重県四日市市茂福・もちぶく

　　５１０-８０１２・三重県四日市市茂福町・もちぶくちよう

　　５１０-００９５・三重県四日市市元新町・もとしんまち

　　５１０-００８８・三重県四日市市元町・もとまち

　　５１０-０９５７・三重県四日市市森カ山町・もりがやまちよう

　　５１０-００７５・三重県四日市市安島・やすじま

　　５１２-８０４７・三重県四日市市八千代台・やちよだい

　　５１０-０８６１・三重県四日市市柳町・やなぎまち

　　５１２-８０４１・三重県四日市市山分町・やまけちよう

　　５１２-８０４８・三重県四日市市山城町・やまじようちよう

　　５１２-１１１１・三重県四日市市山田町・やまだちよう

　　５１０-０００５・三重県四日市市山手町・やまてちよう

　　５１２-０９０６・三重県四日市市山之一色町・やまのいつしきちよう

　　５１２-８０６３・三重県四日市市山村町・やまむらちよう

　　５１２-１１１６・三重県四日市市六名町・ろくみようちよう

　　５１０-０８８１・三重県四日市市六呂見・ろくろみ

　　５１２-１１１４・三重県四日市市和無田町・わんだちよう

　　５１６-００００・三重県伊勢市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５１６-００４５・三重県伊勢市旭町・あさひちよう

　　５１７-００８１・三重県伊勢市朝熊町（池の浦、箕曲瀬）・あさまちよう(いけのうら､みのせ)

　　５１６-００２１・三重県伊勢市朝熊町（その他）・あさまちよう(そのた)

　　５１５-０５０１・三重県伊勢市有滝町・ありたきちよう

　　５１６-００５４・三重県伊勢市粟野町・あわのちよう

　　５１５-０５０４・三重県伊勢市磯町・いそちよう

　　５１６-００２２・三重県伊勢市一宇田町・いちうだちよう

　　５１６-００７５・三重県伊勢市一志町・いちしちよう

　　５１６-００７１・三重県伊勢市一之木・いちのき

　　５１６-００１１・三重県伊勢市一色町・いつしきちよう

　　５１６-００３７・三重県伊勢市岩渕・いわぶち

　　５１６-００３８・三重県伊勢市岩渕町・いわぶちちよう

　　５１６-００５１・三重県伊勢市上地町・うえじちよう

　　５１６-１１０４・三重県伊勢市上野町・うえのちよう

　　５１５-０５０６・三重県伊勢市植山町・うえやまちよう

　　５１６-００２４・三重県伊勢市宇治今在家町・うじいまざいけちよう

　　５１６-００２３・三重県伊勢市宇治館町・うじたちちよう

　　５１６-００２５・三重県伊勢市宇治中之切町・うじなかのきりちよう

　　５１６-００２６・三重県伊勢市宇治浦田・うじうらた

　　５１６-００６２・三重県伊勢市浦口・うらぐち

　　５１６-００６３・三重県伊勢市浦口町・うらぐちちよう

　　５１６-１１０８・三重県伊勢市円座町・えんざちよう

　　５１６-１１０１・三重県伊勢市大倉町・おおくらちよう

　　５１６-００７９・三重県伊勢市大世古・おおぜこ

　　５１６-０００１・三重県伊勢市大湊町・おおみなとちよう

　　５１６-００３６・三重県伊勢市岡本・おかもと

　　５１６-００３１・三重県伊勢市尾上町・おのえちよう

　　５１９-０５０１・三重県伊勢市小俣町明野・おはﾞたちようあけの

　　５１９-０５０７・三重県伊勢市小俣町新村・おはﾞたちようしむら

　　５１９-０５０２・三重県伊勢市小俣町相合・おはﾞたちようそうごう

　　５１９-０５０５・三重県伊勢市小俣町本町・おはﾞたちようほんまち

　　５１９-０５０４・三重県伊勢市小俣町宮前・おはﾞたちようみやまえ

　　５１９-０５０３・三重県伊勢市小俣町元町・おはﾞたちようもとまち

　　５１９-０５０６・三重県伊勢市小俣町湯田・おはﾞたちようゆた

　　５１５-０５０８・三重県伊勢市柏町・かしわちよう

　　５１５-０５０３・三重県伊勢市樫原町・かしわらちよう

　　５１６-００１３・三重県伊勢市鹿海町・かのみちよう

　　５１６-１１０７・三重県伊勢市神薗町・かみそのちよう

　　５１６-０００４・三重県伊勢市神社港・かみやしろこう

　　５１６-０００９・三重県伊勢市河崎・かわさき

　　５１６-００５２・三重県伊勢市川端町・かわはﾞたちよう

　　５１６-００１４・三重県伊勢市楠部町・くすべちよう

　　５１６-００１５・三重県伊勢市久世戸町・くせどちよう

　　５１６-００１８・三重県伊勢市黒瀬町・くろせちよう

　　５１６-０００７・三重県伊勢市小木町・こうぎちよう

　　５１６-００１６・三重県伊勢市神田久志本町・こうだくしもとちよう

　　５１６-００２７・三重県伊勢市桜木町・さくらぎちよう

　　５１６-０００３・三重県伊勢市下野町・しものちよう

　　５１６-００１７・三重県伊勢市神久・じんきゆう



　　５１６-００３５・三重県伊勢市勢田町・せいたちよう

　　５１６-１１０２・三重県伊勢市佐八町・そうちちよう

　　５１６-００７８・三重県伊勢市曽祢・そね

　　５１６-０００５・三重県伊勢市竹ケ鼻町・たけがはなちよう

　　５１６-０００６・三重県伊勢市田尻町・たじりちよう

　　５１６-００６６・三重県伊勢市辻久留・つじくる

　　５１６-００４６・三重県伊勢市辻久留町・つじくるちよう

　　５１６-１１０３・三重県伊勢市津村町・つむらちよう

　　５１６-００１２・三重県伊勢市通町・とおりちよう

　　５１６-００４１・三重県伊勢市常磐・ときわ

　　５１６-００４７・三重県伊勢市常磐町・ときわちよう

　　５１６-００４２・三重県伊勢市豊川町・とよかわちよう

　　５１６-００６７・三重県伊勢市中島・なかじま

　　５１６-００５３・三重県伊勢市中須町・なかずちよう

　　５１６-００３４・三重県伊勢市中之町・なかのちよう

　　５１６-００２８・三重県伊勢市中村町・なかむらちよう

　　５１５-０５０５・三重県伊勢市西豊浜町・にしとよはまちよう

　　５１５-０５１１・三重県伊勢市野村町・のむらちよう

　　５１５-０５０９・三重県伊勢市東大淀町・ひがしおいずちよう

　　５１５-０５０２・三重県伊勢市東豊浜町・ひがしとよはまちよう

　　５１６-００７３・三重県伊勢市吹上・ふきあげ

　　５１６-００４３・三重県伊勢市藤里町・ふじさとちよう

　　５１６-００６４・三重県伊勢市二俣・ふたまた

　　５１６-００６５・三重県伊勢市二俣町・ふたまたちよう

　　５１９-０６０８・三重県伊勢市二見町今一色・ふたみちよういまいしき

　　５１９-０６０２・三重県伊勢市二見町江・ふたみちようえ

　　５１９-０６０６・三重県伊勢市二見町荘・ふたみちようしよう

　　５１９-０６０９・三重県伊勢市二見町茶屋・ふたみちようちやや

　　５１９-０６０７・三重県伊勢市二見町西・ ふたみちようにじ

　　５１９-０６１１・三重県伊勢市二見町光の街・ふたみちようひかりのまち

　　５１９-０６０１・三重県伊勢市二見町松下・ふたみちようまつした

　　５１９-０６０５・三重県伊勢市二見町溝口・ふたみちようみぞぐち

　　５１９-０６０３・三重県伊勢市二見町三津・ふたみちようみつ

　　５１９-０６０４・三重県伊勢市二見町山田原・ふたみちようやまだはら

　　５１６-０００８・三重県伊勢市船江・ふなえ

　　５１６-００３３・三重県伊勢市古市町・ふるいちちよう

　　５１６-００７４・三重県伊勢市本町・ほんまち

　　５１６-００４４・三重県伊勢市前山町・まえやまちよう

　　５１６-０００２・三重県伊勢市馬瀬町・まぜちよう

　　５１６-０８０３・三重県伊勢市御薗町王中島・みそのちようおうなかじま

　　５１６-０８０１・三重県伊勢市御薗町小林・ みそのちようおはやじ

　　５１５-０５２１・三重県伊勢市御薗町上條（三軒屋）・みそのちようかみじよう(さんげんや)

　　５１６-０８０６・三重県伊勢市御薗町上條（その他）・みそのちようかみじよう(そのた)

　　５１６-０８０２・三重県伊勢市御薗町新開・みそのちようしんがい

　　５１６-０８０５・三重県伊勢市御薗町高向・みそのちようたかぶく

　　５１６-０８０４・三重県伊勢市御薗町長屋・みそのちようながや

　　５１６-００６１・三重県伊勢市宮川・みやがわ

　　５１６-００７２・三重県伊勢市宮後・みやじり

　　５１６-００７７・三重県伊勢市宮町・みやまち

　　５１５-０５０７・三重県伊勢市村松町・むらまつちよう

　　５１６-００３２・三重県伊勢市倭町・やまとまち

　　５１６-１１０５・三重県伊勢市矢持町・やもちちよう

　　５１６-００７６・三重県伊勢市八日市場町・ようかいちはﾞちよう

　　５１６-１１０６・三重県伊勢市横輪町・よこわちよう

　　５１５-００００・三重県松阪市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５１５-０８２３・三重県松阪市阿形町・あがたちよう

　　５１５-００２７・三重県松阪市朝田町・あさだちよう

　　５１５-０００４・三重県松阪市朝日町・あさひまち

　　５１５-０００３・三重県松阪市朝日町一区・あさひまち１く

　　５１５-００３７・三重県松阪市愛宕町・あたごまち

　　５１５-０００７・三重県松阪市荒木町・あらきちよう

　　５１９-２１４６・三重県松阪市阿波曽町・あわそちよう

　　５１５-０２０７・三重県松阪市安楽町・あんらくちよう

　　５１５-１５０５・三重県松阪市飯高町赤桶・いいたかちようあこう

　　５１５-１６１３・三重県松阪市飯高町粟野・いいたかちようあわの

　　５１５-１６１７・三重県松阪市飯高町猿山・いいたかちようえてやま

　　５１５-１６１６・三重県松阪市飯高町青田・いいたかちようおおだ

　　５１５-１７３２・三重県松阪市飯高町落方・いいたかちようおちかた

　　５１５-１７２３・三重県松阪市飯高町乙栗子・いいたかちようおとぐるす

　　５１５-１７２２・三重県松阪市飯高町加波・いいたかちようかはﾞ



　　５１５-１７３４・三重県松阪市飯高町木梶・いいたかちようきかじ

　　５１５-１７２４・三重県松阪市飯高町桑原・いいたかちようくわはﾞら

　　５１５-１５０４・三重県松阪市飯高町作滝・いいたかちようさくたき

　　５１５-１５０１・三重県松阪市飯高町下滝野・いいたかちようしもたきの

　　５１５-１７２７・三重県松阪市飯高町草鹿野・いいたかちようそうがの

　　５１５-１５０６・三重県松阪市飯高町田引・いいたかちようたびき

　　５１５-１７２６・三重県松阪市飯高町太良木・いいたかちようたらき

　　５１５-１７２１・三重県松阪市飯高町月出・いいたかちようつきで

　　５１５-１７３３・三重県松阪市飯高町栃谷・いいたかちようとちだに

　　５１５-１６１２・三重県松阪市飯高町富永・いいたかちようとみなが

　　５１５-１６１１・三重県松阪市飯高町七日市・いいたかちようなのかいち

　　５１５-１５０３・三重県松阪市飯高町野々口・いいたかちようののぐち

　　５１５-１７２５・三重県松阪市飯高町波瀬・いいたかちようはぜ

　　５１５-１６１８・三重県松阪市飯高町蓮・いいたかちようはちす

　　５１５-１７３１・三重県松阪市飯高町舟戸・いいたかちようふなと

　　５１５-１５０２・三重県松阪市飯高町宮前・いいたかちようみやまえ

　　５１５-１６１４・三重県松阪市飯高町宮本・いいたかちようみやもと

　　５１５-１６１５・三重県松阪市飯高町森・いいたかちようもり

　　５１５-１４１３・三重県松阪市飯南町有間野・いいなんちようありまの

　　５１５-１３０４・三重県松阪市飯南町上仁柿・いいなんちようかみにがき

　　５１５-１４１１・三重県松阪市飯南町粥見・いいなんちようかゆみ

　　５１５-１３０３・三重県松阪市飯南町下仁柿・いいなんちようしもにがき

　　５１５-１３０１・三重県松阪市飯南町深野・いいなんちようふかの

　　５１５-１４１２・三重県松阪市飯南町向粥見・いいなんちようむこうかゆみ

　　５１５-１３０２・三重県松阪市飯南町横野・いいなんちようよこの

　　５１５-０１２６・三重県松阪市井口中町・いぐちなかちよう

　　５１９-２１４５・三重県松阪市射和町・いざわちよう

　　５１５-０００６・三重県松阪市石津町・いしつﾞちよう

　　５１５-００８６・三重県松阪市五十鈴町・いすずちよう

　　５１５-０１１３・三重県松阪市出間町・いずまちよう

　　５１５-００６６・三重県松阪市泉町・いずみちよう

　　５１５-０８４５・三重県松阪市伊勢寺町・いせでらちよう

　　５１５-０２１３・三重県松阪市伊勢場町・いせはﾞちよう

　　５１５-２１２１・三重県松阪市市場庄町・いちはﾞしようちよう

　　５１５-０２１２・三重県松阪市稲木町・いなぎちよう

　　５１５-２４１２・三重県松阪市飯福田町・いふたちよう

　　５１５-０８１７・三重県松阪市井村町・いむらちよう

　　５１５-００４１・三重県松阪市上川町・うえがわちよう

　　５１５-００８２・三重県松阪市魚町・うおまち

　　５１５-０１２８・三重県松阪市魚見町・うおみちよう

　　５１５-０１１６・三重県松阪市牛草町・うしくさちよう

　　５１５-２４１３・三重県松阪市後山町・うしろやまちよう

　　５１５-００７２・三重県松阪市内五曲町・うちごまがりちよう

　　５１５-２３０５・三重県松阪市嬉野一志町・うれしのいちしちよう

　　５１５-２３５１・三重県松阪市嬉野井之上町・うれしのいのうえちよう

　　５１５-２４０３・三重県松阪市嬉野岩倉町・うれしのいわくらちよう

　　５１５-２３５６・三重県松阪市嬉野上野町・うれしのうえのちよう

　　５１５-２４０５・三重県松阪市嬉野小原町・うれしのおはらちよう

　　５１５-２４０４・三重県松阪市嬉野上小川町・うれしのかみおがわちよう

　　５１５-２３５７・三重県松阪市嬉野神ノ木町・うれしのかみのきちよう

　　５１５-２４０１・三重県松阪市嬉野釜生田町・うれしのかもだちよう

　　５１５-２３１６・三重県松阪市嬉野川北町・うれしのかわぎたちよう

　　５１５-２３１３・三重県松阪市嬉野川原木造町・うれしのかわらこつくりちよう

　　５１５-２３１１・三重県松阪市嬉野黒田町・うれしのくろだちよう

　　５１５-２３３４・三重県松阪市嬉野黒野町・うれしのくろのちよう

　　５１５-２４０６・三重県松阪市嬉野合ケ野町・うれしのごがのちよう

　　５１５-２３１５・三重県松阪市嬉野小村町・うれしのこむらちよう

　　５１５-２３２３・三重県松阪市嬉野権現前町・うれしのごんげんまえちよう

　　５１５-２３３５・三重県松阪市嬉野算所町・うれしのさんじよちよう

　　５１５-２３０１・三重県松阪市嬉野島田町・うれしのしまだちよう

　　５１５-２３５４・三重県松阪市嬉野下之庄町・うれしのしものしようちよう

　　５１５-２３２２・三重県松阪市嬉野須賀町・うれしのすかちよう

　　５１５-２３３１・三重県松阪市嬉野須賀領町・うれしのすかりようちよう

　　５１５-２４０９・三重県松阪市嬉野滝之川町・うれしのたきのがわちよう

　　５１５-２３３３・三重県松阪市嬉野田村町・うれしのたむらちよう

　　５１５-２３３２・三重県松阪市嬉野津屋城町・うれしのつやじようちよう

　　５１５-２３０２・三重県松阪市嬉野天花寺町・うれしのてんげえじちよう

　　５１５-２３２５・三重県松阪市嬉野中川新町・うれしのなかがわしんまち

　　５１５-２３２１・三重県松阪市嬉野中川町・うれしのなかがわちよう

　　５１５-２３１４・三重県松阪市嬉野新屋庄町・うれしのにわのしようちよう



　　５１５-２３１７・三重県松阪市嬉野野田町・うれしののだちよう

　　５１５-２３５２・三重県松阪市嬉野八田町・うれしのはつたちよう

　　５１５-２３０４・三重県松阪市嬉野平生町・うれしのひろちよう

　　５１５-２３５３・三重県松阪市嬉野堀之内町・うれしのほりのうちちよう

　　５１５-２３１２・三重県松阪市嬉野見永町・うれしのみながちよう

　　５１５-２３０３・三重県松阪市嬉野宮古町・うれしのみやこちよう

　　５１５-２４０８・三重県松阪市嬉野宮野町・うれしのみやのちよう

　　５１５-２４０２・三重県松阪市嬉野森本町・うれしのもりもとちよう

　　５１５-２４０７・三重県松阪市嬉野矢下町・うれしのやおろしちよう

　　５１５-２３５５・三重県松阪市嬉野薬王寺町・うれしのやくおうじちよう

　　５１５-２３２４・三重県松阪市嬉野町・うれしのちよう

　　５１５-１２０５・三重県松阪市大石町・おいしちよう

　　５１５-２３４２・三重県松阪市大阿坂町・おおあざかちよう

　　５１５-０１１４・三重県松阪市大垣内町・おおがいとちよう

　　５１５-０００１・三重県松阪市大口町・おおくちちよう

　　５１５-００６３・三重県松阪市大黒田町・おおくろだちよう

　　５１５-０８１３・三重県松阪市大塚町・おおつかちよう

　　５１５-００３１・三重県松阪市大津町・おおつちよう

　　５１５-２３４１・三重県松阪市小野町・おおのちよう

　　５１５-０８０４・三重県松阪市大平尾町・おおびらおちよう

　　５１５-００２４・三重県松阪市大宮田町・おおみやだちよう

　　５１５-１２０４・三重県松阪市小片野町・おかたのちよう

　　５１５-０８３１・三重県松阪市岡本町・おかもとちよう

　　５１５-０８３４・三重県松阪市岡山町・おかやまちよう

　　５１５-１１０５・三重県松阪市大河内町・おかわちちよう

　　５１５-００７６・三重県松阪市白粉町・おしろいまち

　　５１５-２１１４・三重県松阪市小津町・おつﾞちよう

　　５１５-０１１７・三重県松阪市乙部町・おとべちよう

　　５１５-２１０９・三重県松阪市小野江町・おのえちよう

　　５１５-０８２２・三重県松阪市大足町・おわせちよう

　　５１５-０１１８・三重県松阪市垣内田町・かいとだちよう

　　５１５-００３３・三重県松阪市垣鼻町・かいはﾞなちよう

　　５１５-０１１１・三重県松阪市柿木原町・かきのきはらちよう

　　５１５-２１０３・三重県松阪市笠松町・かさまつちよう

　　５１５-００７８・三重県松阪市春日町・かすがちよう

　　５１５-１１０４・三重県松阪市桂瀬町・かつらせちよう

　　５１５-０００５・三重県松阪市鎌田町・かまだちよう

　　５１９-２１４１・三重県松阪市上蛸路町・かみたこじちよう

　　５１５-０２０１・三重県松阪市上七見町・かみななみちよう

　　５１５-２１２３・三重県松阪市上ノ庄町・かみのしようちよう

　　５１５-０８１８・三重県松阪市川井町・かわいまち

　　５１５-０１２２・三重県松阪市川島町・かわしまちよう

　　５１５-０１１９・三重県松阪市神守町・かんもりちよう

　　５１５-２１１３・三重県松阪市喜多村新田町・きたむらしんでんちよう

　　５１５-００８８・三重県松阪市木の郷町・きのさとちよう

　　５１５-００１７・三重県松阪市京町・きようまち

　　５１５-００１８・三重県松阪市京町一区・きようまち１く

　　５１５-０２０４・三重県松阪市櫛田町・くしだちよう

　　５１５-０８１４・三重県松阪市久保田町・くほﾞたちよう

　　５１５-００４４・三重県松阪市久保町・くほﾞちよう

　　５１５-２１２２・三重県松阪市久米町・くめちよう

　　５１５-００６１・三重県松阪市黒田町・くろだまち

　　５１５-２３４３・三重県松阪市小阿坂町・こあざかちよう

　　５１５-００２１・三重県松阪市古井町・こいちよう

　　５１５-００１３・三重県松阪市幸生町・こうせいちよう

　　５１５-００５３・三重県松阪市広陽町・こうようちよう

　　５１５-００６２・三重県松阪市小黒田町・こくろだちよう

　　５１５-０００２・三重県松阪市郷津町・ごうつﾞちよう

　　５１５-００６４・三重県松阪市五反田町・ごたんだちよう

　　５１５-００５７・三重県松阪市御殿山町・ごてんやまちよう

　　５１５-２１０２・三重県松阪市五主町・ごぬしちよう

　　５１５-２１０４・三重県松阪市小舟江町・こぶなえちよう

　　５１５-１１０７・三重県松阪市阪内町・さかないちよう

　　５１５-００２８・三重県松阪市佐久米町・さくめちよう

　　５１５-００７１・三重県松阪市桜町・さくらちよう

　　５１５-１１０３・三重県松阪市笹川町・ささがわちよう

　　５１５-００６５・三重県松阪市五月町・さつきちよう

　　５１５-０２０３・三重県松阪市清水町・しみずちよう

　　５１９-２１４２・三重県松阪市下蛸路町・しもたこじちよう

　　５１５-００２３・三重県松阪市下七見町・しもななみちよう



　　５１５-００４３・三重県松阪市下村町・しもむらちよう

　　５１９-２１４７・三重県松阪市庄町・しようちよう

　　５１５-０１２３・三重県松阪市新開町・しんがいちよう

　　５１５-００７４・三重県松阪市新座町・しんざまち

　　５１５-００７５・三重県松阪市新町・しんまち

　　５１５-０８０１・三重県松阪市新松ケ島町・しんまつがしまちよう

　　５１５-００２２・三重県松阪市新屋敷町・しんやしきちよう

　　５１５-００１６・三重県松阪市末広町・すえひろちよう

　　５１５-０２０２・三重県松阪市菅生町・すぎゆうちよう

　　５１５-００３９・三重県松阪市清生町・せいせいちよう

　　５１５-１１０１・三重県松阪市勢津町・せいつﾞちよう

　　５１５-０８２１・三重県松阪市外五曲町・そとごまがりちよう

　　５１５-２１１２・三重県松阪市曽原町・そはらちよう

　　５１５-０８４２・三重県松阪市田牧町・たいらちよう

　　５１５-０２１１・三重県松阪市高木町・たかきちよう

　　５１５-０１０４・三重県松阪市高須町・たかすちよう

　　５１５-００１１・三重県松阪市高町・たかまち

　　５１５-００５６・三重県松阪市宝塚町・たからつﾞかちよう

　　５１５-００５４・三重県松阪市立野町・たちのちよう

　　５１５-００２６・三重県松阪市立田町・たつたちよう

　　５１５-００５５・三重県松阪市田村町・たむらちよう

　　５１５-００３２・三重県松阪市田原町・たわらちよう

　　５１５-１２０２・三重県松阪市茅原町・ちはらちよう

　　５１５-００７７・三重県松阪市茶与町・ちやよまち

　　５１５-００１９・三重県松阪市中央町・ちゆうおうちよう

　　５１９-２１４３・三重県松阪市中万町・ちゆうまちよう

　　５１５-００３５・三重県松阪市長月町・ちようげつちよう

　　５１５-０８１１・三重県松阪市塚本町・つかもとちよう

　　５１５-１１０６・三重県松阪市辻原町・つじわらちよう

　　５１５-０１１２・三重県松阪市土古路町・ところちよう

　　５１５-００７３・三重県松阪市殿町・とのまち

　　５１５-０８４３・三重県松阪市殿村町・とのむらちよう

　　５１５-０２０５・三重県松阪市豊原町・とよはらちよう

　　５１５-２１２４・三重県松阪市中ノ庄町・なかのしようちよう

　　５１５-２１１１・三重県松阪市中林町・なかはﾞやしちよう

　　５１５-００８３・三重県松阪市中町・なかまち

　　５１５-２１１５・三重県松阪市中道町・なかみちちよう

　　５１５-０１０３・三重県松阪市西黒部町・にしくろべちよう

　　５１５-０８１６・三重県松阪市西之庄町・にしのしようちよう

　　５１５-０８３３・三重県松阪市西野町・にしのちよう

　　５１５-００２９・三重県松阪市西野々町・にしののちよう

　　５１５-２１０６・三重県松阪市西肥留町・にしひるちよう

　　５１５-０８１５・三重県松阪市西町・にしまち

　　５１５-００４２・三重県松阪市虹が丘町・にじがおかちよう

　　５１５-０８３２・三重県松阪市丹生寺町・にゆうでらちよう

　　５１５-０８４８・三重県松阪市野村町・のむらちよう

　　５１５-２１０８・三重県松阪市甚目町・はだめちよう

　　５１９-２１４４・三重県松阪市八太町・はつたちよう

　　５１５-０２１７・三重県松阪市早馬瀬町・はやまぜちよう

　　５１５-０１２５・三重県松阪市腹太町・はらふとちよう

　　５１５-０８３５・三重県松阪市日丘町・ひおかちよう

　　５１５-００５１・三重県松阪市光町・ひかりちよう

　　５１５-０１２１・三重県松阪市東久保町・ひがしくほﾞちよう

　　５１５-０１０１・三重県松阪市東黒部町・ひがしくろべちよう

　　５１５-００１２・三重県松阪市東町・ひがしまち

　　５１５-００３８・三重県松阪市挽木町・ひきぎまち

　　５１５-００８４・三重県松阪市日野町・ひのまち

　　５１５-００３６・三重県松阪市平生町・ひらおまち

　　５１５-２１０５・三重県松阪市肥留町・ひるちよう

　　５１５-１２０１・三重県松阪市広瀬町・ひろせちよう

　　５１５-０８４６・三重県松阪市深長町・ふこさちよう

　　５１５-０８２５・三重県松阪市藤之木町・ふじのきちよう

　　５１５-０８１２・三重県松阪市船江町・ふなえちよう

　　５１５-０８２４・三重県松阪市平成町・へいせいちよう

　　５１５-０２１４・三重県松阪市法田町・ほうだちよう

　　５１５-０１２４・三重県松阪市保津町・ほうつﾞちよう

　　５１５-２１０１・三重県松阪市星合町・ほしあいちよう

　　５１５-００８１・三重県松阪市本町・ほんまち

　　５１５-２１０７・三重県松阪市舞出町・まいでちよう

　　５１５-００４５・三重県松阪市駅部田町・まえのへたちよう



　　５１５-０８４１・三重県松阪市曲町・まがりちよう

　　５１５-０８０３・三重県松阪市町平尾町・まちびらおちよう

　　５１５-２１３３・三重県松阪市松ケ島町・まつがしまちよう

　　５１５-２１３２・三重県松阪市松崎浦町・まつさきうらちよう

　　５１５-０１０２・三重県松阪市松名瀬町・まつなせちよう

　　５１９-２１４８・三重県松阪市御麻生薗町・みおぞのちよう

　　５１５-００８５・三重県松阪市湊町・みなとまち

　　５１５-００４６・三重県松阪市南虹が丘町・みなみにじがおかちよう

　　５１５-００３４・三重県松阪市南町・みなみまち

　　５１５-２３４４・三重県松阪市美濃田町・みのだちよう

　　５１５-００１５・三重県松阪市宮町・みやまち

　　５１５-０２１６・三重県松阪市目田町・めだちよう

　　５１５-００８７・三重県松阪市萌木町・もえぎちよう

　　５１５-０８４４・三重県松阪市八重田町・やえだちよう

　　５１５-１１０２・三重県松阪市矢津町・やつﾞちよう

　　５１５-０２０６・三重県松阪市山下町・やましたちよう

　　５１５-０２０８・三重県松阪市山添町・やまぞえちよう

　　５１５-００５２・三重県松阪市山室町・やまむろちよう

　　５１５-２４１４・三重県松阪市柚原町・ゆのはらちよう

　　５１５-０８４７・三重県松阪市岩内町・ようちちよう

　　５１５-０２１５・三重県松阪市横地町・よこちちよう

　　５１５-２４１１・三重県松阪市与原町・よはらちよう

　　５１５-０８０２・三重県松阪市猟師町・りようしちよう

　　５１５-０１１５・三重県松阪市蓮花寺町・れんげじちよう

　　５１５-１２０３・三重県松阪市六呂木町・ろくろぎちよう

　　５１５-２１３１・三重県松阪市六軒町・ろつけんちよう

　　５１５-０１２７・三重県松阪市六根町・ろつこんちよう

　　５１５-００１４・三重県松阪市若葉町・わかはﾞちよう

　　５１５-００２５・三重県松阪市和屋町・わやちよう

　　５１１-００００・三重県桑名市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５１１-００１６・三重県桑名市相生町・あいおいちよう

　　５１１-００５２・三重県桑名市相川町・あいかわちよう

　　５１１-０８１７・三重県桑名市青葉町・あおはﾞちよう

　　５１１-００３３・三重県桑名市赤須賀・あかすか

　　５１１-０９３４・三重県桑名市赤尾・あこお

　　５１１-０９３５・三重県桑名市赤尾台・あこおだい

　　５１１-００８４・三重県桑名市油町・あぶらまち

　　５１１-００３６・三重県桑名市伊賀町・いがまち

　　５１１-０８３８・三重県桑名市和泉・いずみ

　　５１１-００４６・三重県桑名市一色町・いつしきまち

　　５１１-００１７・三重県桑名市今片町・いまかたまち

　　５１１-０００６・三重県桑名市今北町・いまきたまち

　　５１１-０８０１・三重県桑名市今島・いまじま

　　５１１-００１８・三重県桑名市今中町・いまなかまち

　　５１１-００８６・三重県桑名市入江葭町・いりえよしまち

　　５１１-０８２５・三重県桑名市上野・うえの

　　５１１-００３８・三重県桑名市内堀・うちほﾞり

　　５１１-０８２２・三重県桑名市馬道・うまみち

　　５１１-０８１５・三重県桑名市梅園通・うめぞのどおり

　　５１１-００７１・三重県桑名市駅元町・えきもとちよう

　　５１１-００２２・三重県桑名市江戸町・えどまち

　　５１１-０８３６・三重県桑名市江場・えはﾞ

　　５１１-０８４８・三重県桑名市大貝須・おおがいす

　　５１１-０９４７・三重県桑名市大仲新田・おおなかしんでん

　　５１１-０９０３・三重県桑名市大山田・おおやまだ

　　５１１-０８１２・三重県桑名市尾野山・おのやま

　　５１１-０８６１・三重県桑名市蠣塚新田・かきつﾞかしんでん

　　５１１-０８２９・三重県桑名市神楽町・かぐらちよう

　　５１１-００６７・三重県桑名市掛樋・かけひ

　　５１１-００４７・三重県桑名市鍜冶町・かじまち

　　５１１-００１２・三重県桑名市春日町・かすがちよう

　　５１１-０８２７・三重県桑名市霞町・かすみちよう

　　５１１-００８１・三重県桑名市片町・かたまち

　　５１１-０００１・三重県桑名市上之輪新田・かみのわしんでん

　　５１１-０８０９・三重県桑名市上深谷部・かみふかやべ

　　５１１-００４４・三重県桑名市萱町・かやまち

　　５１１-０９４１・三重県桑名市嘉例川・かれがわ

　　５１１-００２１・三重県桑名市川口町・かわぐちちよう

　　５１１-０８０２・三重県桑名市川崎町・かわさきちよう

　　５１１-００２４・三重県桑名市北魚町・きたうおまち



　　５１１-０８０４・三重県桑名市北川原台・きたがわらだい

　　５１１-００７３・三重県桑名市北寺町・きたてらまち

　　５１１-００６６・三重県桑名市北鍋屋町・きたなべやまち

　　５１１-０８１９・三重県桑名市北別所・きたべつしよ

　　５１１-０８５１・三重県桑名市希望ケ丘・きほﾞうがおか

　　５１１-００６３・三重県桑名市京橋町・きようはﾞしちよう

　　５１１-００３９・三重県桑名市京町・きようまち

　　５１１-０８１０・三重県桑名市清竹の丘・きよたけのおか

　　５１１-０００９・三重県桑名市桑名・くわな

　　５１１-０９２３・三重県桑名市桑部・くわべ

　　５１１-０８３７・三重県桑名市小泉・こいずみ

　　５１１-０８４１・三重県桑名市小貝須・こがいす

　　５１１-０９４６・三重県桑名市五反田・ごたんだ

　　５１１-００６１・三重県桑名市寿町・ことぶきちよう

　　５１１-００８５・三重県桑名市紺屋町・こんやまち

　　５１１-０９３９・三重県桑名市坂井・さかい

　　５１１-０８１３・三重県桑名市桜通・さくらどおり

　　５１１-０８６８・三重県桑名市さくらの丘・さくらのおか

　　５１１-０９１３・三重県桑名市里町・さとまち

　　５１１-００７５・三重県桑名市三栄町・さんえいちよう

　　５１１-０００７・三重県桑名市参宮通・さんぐうどおり

　　５１１-００３１・三重県桑名市三之丸・さんのまる

　　５１１-０８１６・三重県桑名市汐見町・しおみちよう

　　５１１-０８２４・三重県桑名市繁松新田・しげまつしんでん

　　５１１-００３４・三重県桑名市地蔵・じぞう

　　５１１-０９３７・三重県桑名市志知・しち

　　５１１-０９３６・三重県桑名市島田・しまだ

　　５１１-００１９・三重県桑名市清水町・しみずちよう

　　５１１-０８０８・三重県桑名市下深谷部・しもふかやべ

　　５１１-０８４６・三重県桑名市城南萱町・じようなんかやまち

　　５１１-００８３・三重県桑名市職人町・しよくにんまち

　　５１１-０９２４・三重県桑名市城山台・しろやまだい

　　５１１-０８５５・三重県桑名市新倉持・しんくらもち

　　５１１-０８６６・三重県桑名市神成町・しんせいちよう

　　５１１-０８３２・三重県桑名市新地・しんち

　　５１１-００６４・三重県桑名市新築町・しんちくちよう

　　５１１-０８６３・三重県桑名市新西方・しんにしかた

　　５１１-００４８・三重県桑名市新町・しんまち

　　５１１-００４３・三重県桑名市新屋敷・しんやしき

　　５１１-００６９・三重県桑名市新矢田・しんやだ

　　５１１-００７７・三重県桑名市末広町・すえひろちよう

　　５１１-０００４・三重県桑名市住吉町・すみよしちよう

　　５１１-００１１・三重県桑名市船馬町・せんはﾞちよう

　　５１１-００７８・三重県桑名市桑栄町・そうえいちよう

　　５１１-００４１・三重県桑名市外堀・そとほﾞり

　　５１１-００６５・三重県桑名市大央町・だいおうちよう

　　５１１-０００５・三重県桑名市太一丸・たいちまる

　　５１１-０８３４・三重県桑名市大福・だいふく

　　５１１-０８４３・三重県桑名市太平町・たいへいちよう

　　５１１-０８１８・三重県桑名市高塚町・たかつかちよう

　　５１１-０８２８・三重県桑名市立花町・たちはﾞなちよう

　　５１１-０８４２・三重県桑名市立田町・たつたちよう

　　５１１-０１２４・三重県桑名市多度町猪飼・たどちよういかい

　　５１１-０１１６・三重県桑名市多度町大鳥居・たどちようおおどりい

　　５１１-０１０５・三重県桑名市多度町小山・たどちようおやま

　　５１１-０１０２・三重県桑名市多度町香取・たどちようかとり

　　５１１-０１１３・三重県桑名市多度町上之郷・たどちようかみのごう

　　５１１-０１２３・三重県桑名市多度町北猪飼・たどちようきたいかい

　　５１１-０１２２・三重県桑名市多度町古野・たどちようこの

　　５１１-０１１７・三重県桑名市多度町下野代・たどちようしものしろ

　　５１１-０１０６・三重県桑名市多度町多度・たどちようたど

　　５１１-０１２５・三重県桑名市多度町力尾・たどちようちからお

　　５１１-０１０３・三重県桑名市多度町戸津・たどちようとつﾞ

　　５１１-０１１４・三重県桑名市多度町中須・たどちようなかず

　　５１１-０１０４・三重県桑名市多度町肱江・たどちようひじえ

　　５１１-０１１１・三重県桑名市多度町平古・たどちようひらこ

　　５１１-０１２１・三重県桑名市多度町美鹿・たどちようびろく

　　５１１-０１１２・三重県桑名市多度町福永・たどちようふくなが

　　５１１-０１１８・三重県桑名市多度町御衣野・たどちようみぞの

　　５１１-０１１５・三重県桑名市多度町南之郷・たどちようみなみのごう



　　５１１-０１０１・三重県桑名市多度町柚井・たどちようゆい

　　５１１-００８９・三重県桑名市田町・たまち

　　５１１-０８２６・三重県桑名市太夫・たゆう

　　５１１-００６８・三重県桑名市中央町・ちゆうおうちよう

　　５１１-００５８・三重県桑名市千代田町・ちよだちよう

　　５１１-０９４５・三重県桑名市筑紫・ つくじ

　　５１１-０９０１・三重県桑名市筒尾・つつお

　　５１１-００７２・三重県桑名市堤原・つつみはら

　　５１１-００４５・三重県桑名市伝馬町・てんまちよう

　　５１１-００６２・三重県桑名市常盤町・ときわちよう

　　５１１-００１５・三重県桑名市殿町・とのまち

　　５１１-０９３８・三重県桑名市友村・ともむら

　　５１１-１１３１・三重県桑名市長島町赤地・ながしまちようあかじ

　　５１１-１１３５・三重県桑名市長島町浦安・ながしまちよううらやす

　　５１１-１１１２・三重県桑名市長島町大倉・ながしまちようおおくら

　　５１１-１１４５・三重県桑名市長島町大島・ながしまちようおおじま

　　５１１-１１１３・三重県桑名市長島町押付・ながしまちようおしつけ

　　５１１-１１２３・三重県桑名市長島町鎌ケ地・ながしまちようかまがんじ

　　５１１-１１０７・三重県桑名市長島町上坂手・ながしまちようかみさかて

　　５１１-１１４８・三重県桑名市長島町北殿名・ながしまちようきたとのめ

　　５１１-１１２５・三重県桑名市長島町源部外面・ながしまちようげんべども

　　５１１-１１０４・三重県桑名市長島町高座・ながしまちようこうざ

　　５１１-１１１１・三重県桑名市長島町小島・ながしまちようこじま

　　５１１-１１４４・三重県桑名市長島町駒江・ながしまちようこまえ

　　５１１-１１０６・三重県桑名市長島町下坂手・ながしまちようしもさかて

　　５１１-１１０１・三重県桑名市長島町新所・ながしまちようしんしよ

　　５１１-１１０８・三重県桑名市長島町杉江・ながしまちようすぎえ

　　５１１-１１０５・三重県桑名市長島町千倉・ながしまちようちくら

　　５１１-１１４２・三重県桑名市長島町出口・ながしまちようでぐち

　　５１１-１１４６・三重県桑名市長島町十日外面・ながしまちようとおかども

　　５１１-１１２７・三重県桑名市長島町殿名・ながしまちようとのめ

　　５１１-１１０３・三重県桑名市長島町中川・ながしまちようなかがわ

　　５１１-１１１６・三重県桑名市長島町長島萱町・ながしまちようながしまかやまち

　　５１１-１１１４・三重県桑名市長島町長島下町・ながしまちようながしましもまち

　　５１１-１１１５・三重県桑名市長島町長島中町・ながしまちようながしまなかまち

　　５１１-１１０２・三重県桑名市長島町西川・ながしまちようにしかわ

　　５１１-１１４３・三重県桑名市長島町西外面・ながしまちようにしども

　　５１１-１１４９・三重県桑名市長島町西外面市街・ながしまちようにしどもしがい

　　５１１-１１３６・三重県桑名市長島町白鶏・ながしまちようはつけ

　　５１１-１１２１・三重県桑名市長島町東殿名・ながしまちようひがしとのめ

　　５１１-１１４７・三重県桑名市長島町平方・ながしまちようひらかた

　　５１１-１１３２・三重県桑名市長島町福豊・ながしまちようふくとよ

　　５１１-１１３７・三重県桑名市長島町福吉・ ながしまちようふくよじ

　　５１１-１１２６・三重県桑名市長島町又木・ながしまちようまたぎ

　　５１１-１１２８・三重県桑名市長島町又木市街・ながしまちようまたぎしがい

　　５１１-１１３４・三重県桑名市長島町松蔭・ながしまちようまつかげ

　　５１１-１１２２・三重県桑名市長島町松ケ島・ながしまちようまつがしま

　　５１１-１１０９・三重県桑名市長島町松之木・ながしまちようまつのき

　　５１１-１１４１・三重県桑名市長島町間々・ながしまちようまま

　　５１１-１１３３・三重県桑名市長島町横満蔵・ながしまちようよこまくら

　　５１１-１１２４・三重県桑名市長島町葭ケ須・ながしまちようよしがす

　　５１１-０９１４・三重県桑名市中山町・なかやまちよう

　　５１１-０８６４・三重県桑名市西方・にしかた

　　５１１-０９２２・三重県桑名市西金井・にしかない

　　５１１-０９３３・三重県桑名市西正和台・にしせいわだい

　　５１１-００５４・三重県桑名市西鍋屋町・にしなべやまち

　　５１１-０８５１・三重県桑名市西別所・にしべつしよ

　　５１１-００５６・三重県桑名市西矢田町・にしやだまち

　　５１１-０８０７・三重県桑名市西汰上・にしゆりあげ

　　５１１-０９１１・三重県桑名市額田・ぬかた

　　５１１-０９０４・三重県桑名市野田・のだ

　　５１１-０９３１・三重県桑名市能部・のんべ

　　５１１-０９４４・三重県桑名市芳ケ崎・はがさき

　　５１１-０００８・三重県桑名市蓮見町・はすみちよう

　　５１１-００７６・三重県桑名市八間通・はちけんどおり

　　５１１-００４９・三重県桑名市八幡町・はちまんちよう

　　５１１-０８６２・三重県桑名市播磨・はりま

　　５１１-０８５２・三重県桑名市稗田・ひえだ

　　５１１-０８１１・三重県桑名市東方・ひがしかた

　　５１１-０９２１・三重県桑名市東金井・ひがしかない



　　５１１-０９３２・三重県桑名市東正和台・ひがしせいわだい

　　５１１-０００３・三重県桑名市東太一丸・ひがしたいちまる

　　５１１-００５３・三重県桑名市東鍋屋町・ひがしなべやまち

　　５１１-００３５・三重県桑名市東野・ひがしの

　　５１１-００５５・三重県桑名市東矢田町・ひがしやだまち

　　５１１-０８０６・三重県桑名市東汰上・ひがしゆりあげ

　　５１１-０８６７・三重県桑名市陽だまりの丘・ひだまりのおか

　　５１１-０９４２・三重県桑名市広見ケ丘・ひろみがおか

　　５１１-０８０３・三重県桑名市枇杷島台・びわじまだい

　　５１１-０８０５・三重県桑名市深谷町・ふかやちよう

　　５１１-０８４７・三重県桑名市福江・ふくえ

　　５１１-０８３３・三重県桑名市福江町・ふくえまち

　　５１１-０８４４・三重県桑名市福岡町・ふくおかちよう

　　５１１-０００２・三重県桑名市福島・ふくじま

　　５１１-００２７・三重県桑名市福島新町・ふくじましんまち

　　５１１-０８４５・三重県桑名市福地・ふくち

　　５１１-０８６５・三重県桑名市藤が丘・ふじがおか

　　５１１-００２５・三重県桑名市風呂町・ふろまち

　　５１１-００１３・三重県桑名市宝殿町・ほうでんまち

　　５１１-０９１２・三重県桑名市星川・ほしかわ

　　５１１-０９１２・三重県桑名市星見ケ丘・ほしみがおか

　　５１１-０８３５・三重県桑名市本願寺・ほんがんじ

　　５１１-００２３・三重県桑名市本町・ほんまち

　　５１１-０８３１・三重県桑名市益生町・ますおちよう

　　５１１-０８５３・三重県桑名市増田・ますだ

　　５１１-０８１４・三重県桑名市松並町・まつなみちよう

　　５１１-０９０２・三重県桑名市松ノ木・まつのき

　　５１１-００１４・三重県桑名市三崎通・みさきどおり

　　５１１-００５７・三重県桑名市三ツ矢橋・ みつやはﾞじ

　　５１１-００８８・三重県桑名市南魚町・みなみうおまち

　　５１１-００７４・三重県桑名市南寺町・みなみてらまち

　　５１１-００８２・三重県桑名市宮通・みやどおり

　　５１１-００２６・三重県桑名市宮町・みやまち

　　５１１-０８２３・三重県桑名市明正町・めいせいちよう

　　５１１-００３７・三重県桑名市元赤須賀・もとあかすか

　　５１１-０９４３・三重県桑名市森忠・もりただ

　　５１１-０８３９・三重県桑名市安永・やすなが

　　５１１-０８２１・三重県桑名市矢田・やだ

　　５１１-００５１・三重県桑名市矢田磧・やだかわら

　　５１１-００４２・三重県桑名市柳原・やなぎはら

　　５１１-００７９・三重県桑名市有楽町・ゆうらくちよう

　　５１１-００３２・三重県桑名市吉之丸・よしのまる

　　５１１-００８７・三重県桑名市吉津屋町・よつやちよう

　　５１１-０８５４・三重県桑名市蓮花寺・れんげじ

　　５１３-００００・三重県鈴鹿市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５１０-０２５８・三重県鈴鹿市秋永町・あきながちよう

　　５１３-０８２８・三重県鈴鹿市阿古曽町・あこそちよう

　　５１３-０８０２・三重県鈴鹿市飯野寺家町・いいのじけちよう

　　５１３-００３２・三重県鈴鹿市池田町・いけだちよう

　　５１３-０８５５・三重県鈴鹿市石垣・いしがき

　　５１３-００１２・三重県鈴鹿市石薬師町・いしやくしちよう

　　５１３-０００６・三重県鈴鹿市和泉町・いずみちよう

　　５１０-０２５６・三重県鈴鹿市磯山・いそやま

　　５１０-０２５５・三重県鈴鹿市磯山町・いそやまちよう

　　５１３-００３１・三重県鈴鹿市一ノ宮町・いちのみやちよう

　　５１０-０２０５・三重県鈴鹿市稲生・いのう

　　５１０-０２０６・三重県鈴鹿市稲生こがね園・いのうこがねえん

　　５１０-０２０７・三重県鈴鹿市稲生塩屋・いのうしおや

　　５１０-０２０１・三重県鈴鹿市稲生町・いのうちよう

　　５１０-０２０４・三重県鈴鹿市稲生西・ いのうにじ

　　５１９-０３２３・三重県鈴鹿市伊船町・いふなちよう

　　５１０-０２５２・三重県鈴鹿市五祝町・いわいちよう

　　５１３-００１８・三重県鈴鹿市上田町・うえだちよう

　　５１３-００１７・三重県鈴鹿市上野町・うえのちよう

　　５１３-００１０・三重県鈴鹿市釆女が丘町・うねめがおかちよう

　　５１０-０２３１・三重県鈴鹿市江島台・えじまだい

　　５１０-０２３７・三重県鈴鹿市江島町・えじまちよう

　　５１０-０２３４・三重県鈴鹿市江島本町・えじまほんまち

　　５１９-０３１３・三重県鈴鹿市追分町・おいわけちよう

　　５１０-０２６２・三重県鈴鹿市越知町・おうちちよう



　　５１３-０８２７・三重県鈴鹿市大池・おおいけ

　　５１９-０３１１・三重県鈴鹿市大久保町・おおくほﾞちよう

　　５１３-００２７・三重県鈴鹿市岡田・おかだ

　　５１３-００２８・三重県鈴鹿市岡田町・おかだちよう

　　５１９-０３１６・三重県鈴鹿市小岐須町・おぎすちよう

　　５１３-０００７・三重県鈴鹿市小田町・おだちよう

　　５１３-００２１・三重県鈴鹿市甲斐町・かいちよう

　　５１３-０００４・三重県鈴鹿市加佐登・かさど

　　５１３-０００３・三重県鈴鹿市加佐登町・かさどちよう

　　５１３-００５６・三重県鈴鹿市上箕田・かみみだ

　　５１３-００５５・三重県鈴鹿市上箕田町・かみみだちよう

　　５１３-０８０１・三重県鈴鹿市神戸・かんべ

　　５１３-０８０１・三重県鈴鹿市神戸本多町・かんべほんだまち

　　５１０-０２２６・三重県鈴鹿市岸岡町・きしおかちよう

　　５１３-１１２１・三重県鈴鹿市岸田町・きしたちよう

　　５１０-０２３２・三重県鈴鹿市北江島町・きたえじまちよう

　　５１３-０８１３・三重県鈴鹿市北玉垣町・きたたまがきちよう

　　５１３-００４９・三重県鈴鹿市北長太町・きたなごちよう

　　５１３-００４５・三重県鈴鹿市北堀江・きたほりえ

　　５１３-００４４・三重県鈴鹿市北堀江町・きたほりえちよう

　　５１０-０２２１・三重県鈴鹿市北若松町・きたわかまつちよう

　　５１３-００１５・三重県鈴鹿市木田町・きだちよう

　　５１３-０００５・三重県鈴鹿市汲川原町・くみがわらちよう

　　５１３-００２３・三重県鈴鹿市河田町・こうだちよう

　　５１３-０８３６・三重県鈴鹿市国府町・こうちよう

　　５１０-０２６３・三重県鈴鹿市郡山町・こおりやまちよう

　　５１３-００１３・三重県鈴鹿市国分町・こくぶちよう

　　５１９-０３２４・三重県鈴鹿市小社町・こやしろちよう

　　５１３-０８１７・三重県鈴鹿市桜島町・さくらじまちよう

　　５１３-０８０６・三重県鈴鹿市算所・さんじよ

　　５１３-０８０５・三重県鈴鹿市算所町・さんじよちよう

　　５１０-０２５４・三重県鈴鹿市寺家・じけ

　　５１０-０２５３・三重県鈴鹿市寺家町・じけちよう

　　５１３-０８２１・三重県鈴鹿市地子町・じしまち

　　５１３-１１２３・三重県鈴鹿市下大久保町・しもおおくほﾞちよう

　　５１３-００５２・三重県鈴鹿市下箕田・しもみだ

　　５１３-００５１・三重県鈴鹿市下箕田町・しもみだちよう

　　５１３-１１２４・三重県鈴鹿市自由ヶ丘・じゆうがおか

　　５１３-０８３３・三重県鈴鹿市庄野共進・しようのきようしん

　　５１３-０８３４・三重県鈴鹿市庄野羽山・しようのはやま

　　５１３-０８３２・三重県鈴鹿市庄野東・ しようのひがじ

　　５１３-０８３１・三重県鈴鹿市庄野町・しようのちよう

　　５１０-０２４３・三重県鈴鹿市白子・しろこ

　　５１０-０２４１・三重県鈴鹿市白子駅前・しろこえきまえ

　　５１０-０２４２・三重県鈴鹿市白子本町・しろこほんまち

　　５１０-０２４４・三重県鈴鹿市白子町・しろこちよう

　　５１３-０８５４・三重県鈴鹿市末広北・すえひろきた

　　５１３-０８２２・三重県鈴鹿市末広町・すえひろちよう

　　５１３-０８５２・三重県鈴鹿市末広西・ すえひろにじ

　　５１３-０８５１・三重県鈴鹿市末広東・ すえひろひがじ

　　５１３-０８５３・三重県鈴鹿市末広南・すえひろみなみ

　　５１３-００３４・三重県鈴鹿市須賀・すか

　　５１３-００３３・三重県鈴鹿市須賀町・すかちよう

　　５１０-０２０８・三重県鈴鹿市鈴鹿ハイツ・すずかはいつ

　　５１３-０８２６・三重県鈴鹿市住吉・ すみよじ

　　５１３-０８２５・三重県鈴鹿市住吉町・すみよしちよう

　　５１３-００１９・三重県鈴鹿市高岡台・たかおかだい

　　５１３-００１４・三重県鈴鹿市高岡町・たかおかちよう

　　５１３-００１１・三重県鈴鹿市高塚町・たかつかちよう

　　５１３-００２５・三重県鈴鹿市竹野・たけの

　　５１３-００２６・三重県鈴鹿市竹野町・たけのちよう

　　５１０-０２６６・三重県鈴鹿市長法寺町・ちようほﾞうじちよう

　　５１３-０００２・三重県鈴鹿市津賀町・つがちよう

　　５１９-０３１２・三重県鈴鹿市椿一宮町・つはﾞきいちみやちよう

　　５１３-０８２３・三重県鈴鹿市道伯・どうはく

　　５１３-０８２４・三重県鈴鹿市道伯町・どうはくちよう

　　５１０-０２６４・三重県鈴鹿市徳居町・とくすいちよう

　　５１０-０２５１・三重県鈴鹿市徳田町・とくだちよう

　　５１３-００３７・三重県鈴鹿市十宮・とみや

　　５１３-００３８・三重県鈴鹿市十宮町・とみやちよう



　　５１０-０２１２・三重県鈴鹿市中旭が丘・なかあさひがおか

　　５１０-０２３６・三重県鈴鹿市中江島町・なかえじまちよう

　　５１０-０２５９・三重県鈴鹿市中瀬古町・なかぜこちよう

　　５１３-０００９・三重県鈴鹿市中冨田町・なかとみだちよう

　　５１３-００５４・三重県鈴鹿市中箕田・なかみだ

　　５１３-００５３・三重県鈴鹿市中箕田町・なかみだちよう

　　５１９-０３１４・三重県鈴鹿市長澤町・ながさわちよう

　　５１３-００４２・三重県鈴鹿市長太旭町・なごあさひまち

　　５１３-００４３・三重県鈴鹿市長太栄町・なごさかえまち

　　５１３-００４１・三重県鈴鹿市長太新町・なごしんまち

　　５１９-０２７１・三重県鈴鹿市西庄内町・にししようないちよう

　　５１３-０８０９・三重県鈴鹿市西条・にしじよう

　　５１３-０８０８・三重県鈴鹿市西條町・にしじようちよう

　　５１３-０８１５・三重県鈴鹿市西玉垣町・にしたまがきちよう

　　５１３-０００８・三重県鈴鹿市西冨田町・にしとみだちよう

　　５１０-０２０２・三重県鈴鹿市野町・のまち

　　５１０-０２１６・三重県鈴鹿市野町中・のまちなか

　　５１０-０２１８・三重県鈴鹿市野町西・ のまちにじ

　　５１０-０２１７・三重県鈴鹿市野町東・ のまちひがじ

　　５１０-０２１９・三重県鈴鹿市野町南・のまちみなみ

　　５１０-０２０３・三重県鈴鹿市野村町・のむらちよう

　　５１３-００２４・三重県鈴鹿市野辺・のんべ

　　５１３-００２２・三重県鈴鹿市野辺町・のんべちよう

　　５１３-０８１２・三重県鈴鹿市土師町・はぜちよう

　　５１３-０８３７・三重県鈴鹿市八野町・はちのちよう

　　５１３-１１２２・三重県鈴鹿市花川町・はながわちよう

　　５１３-００５８・三重県鈴鹿市林崎・はやさき

　　５１３-００５９・三重県鈴鹿市林崎町・はやさきちよう

　　５１０-０２１１・三重県鈴鹿市東旭が丘・ひがしあさひがおか

　　５１０-０２５７・三重県鈴鹿市東磯山・ひがしいそやま

　　５１０-０２３３・三重県鈴鹿市東江島町・ひがしえじまちよう

　　５１９-０２７２・三重県鈴鹿市東庄内町・ひがししようないちよう

　　５１３-０８１４・三重県鈴鹿市東玉垣町・ひがしたまがきちよう

　　５１３-０８１９・三重県鈴鹿市肥田町・ひだちよう

　　５１３-０８４４・三重県鈴鹿市平田・ひらた

　　５１３-０８４５・三重県鈴鹿市平田新町・ひらたしんまち

　　５１３-０８４７・三重県鈴鹿市平田町・ひらたちよう

　　５１３-０８４６・三重県鈴鹿市平田中町・ひらたなかまち

　　５１３-０８４３・三重県鈴鹿市平田東町・ひらたひがしまち

　　５１３-０８４８・三重県鈴鹿市平田本町・ひらたほんまち

　　５１３-０８３５・三重県鈴鹿市平野町・ひらのちよう

　　５１３-０００１・三重県鈴鹿市広瀬町・ひろせちよう

　　５１９-０３２１・三重県鈴鹿市深溝町・ふかみぞちよう

　　５１０-０２６１・三重県鈴鹿市御薗町・みそのちよう

　　５１３-０８０７・三重県鈴鹿市三日市・みつかいち

　　５１３-０８０３・三重県鈴鹿市三日市町・みつかいちちよう

　　５１３-０８０４・三重県鈴鹿市三日市南・みつかいちみなみ

　　５１０-０２１３・三重県鈴鹿市南旭が丘・みなみあさひがおか

　　５１０-０２３５・三重県鈴鹿市南江島町・みなみえじまちよう

　　５１３-０８１６・三重県鈴鹿市南玉垣町・みなみたまがきちよう

　　５１３-００４８・三重県鈴鹿市南長太町・みなみなごちよう

　　５１３-００５７・三重県鈴鹿市南林崎町・みなみはやさきちよう

　　５１３-００４６・三重県鈴鹿市南堀江・みなみほりえ

　　５１３-００４７・三重県鈴鹿市南堀江町・みなみほりえちよう

　　５１０-０２２７・三重県鈴鹿市南若松町・みなみわかまつちよう

　　５１９-０３２２・三重県鈴鹿市三畑町・みはたちよう

　　５１０-０２６５・三重県鈴鹿市三宅町・みやけちよう

　　５１３-０８１８・三重県鈴鹿市安塚町・やすつﾞかちよう

　　５１３-０８１１・三重県鈴鹿市柳町・やなぎちよう

　　５１３-００３６・三重県鈴鹿市矢橋・やはﾞせ

　　５１３-００３５・三重県鈴鹿市矢橋町・やはﾞせちよう

　　５１３-００１６・三重県鈴鹿市山辺町・やまべちよう

　　５１９-０３１５・三重県鈴鹿市山本町・やまもとちよう

　　５１３-０８４２・三重県鈴鹿市弓削・ゆげ

　　５１３-０８４１・三重県鈴鹿市弓削町・ゆげちよう

　　５１０-０２２４・三重県鈴鹿市若松中・わかまつなか

　　５１０-０２２５・三重県鈴鹿市若松東・ わかまつひがじ

　　５１０-０２２２・三重県鈴鹿市若松西・ わかまつにじ

　　５１０-０２２３・三重県鈴鹿市若松北・わかまつきた

　　５１８-０４００・三重県名張市・以下に不掲載・いかにふけいさい



　　５１８-０４６８・三重県名張市赤目町一ノ井・あかめちよういちのい

　　５１８-０４６４・三重県名張市赤目町柏原・あかめちようかしわら

　　５１８-０４６７・三重県名張市赤目町相楽・あかめちようさがら

　　５１８-０４６６・三重県名張市赤目町新川・あかめちようしんかわ

　　５１８-０４６５・三重県名張市赤目町丈六・あかめちようじようろく

　　５１８-０４６１・三重県名張市赤目町すみれが丘・あかめちようすみれがおか

　　５１８-０４６３・三重県名張市赤目町檀・あかめちようだん

　　５１８-０４６９・三重県名張市赤目町長坂・あかめちようながさか

　　５１８-０４６２・三重県名張市赤目町星川・あかめちようほしかわ

　　５１８-０７２１・三重県名張市朝日町・あさひまち

　　５１８-０７３７・三重県名張市安部田・あべた

　　５１８-０６０７・三重県名張市家野・いえの

　　５１８-０７３６・三重県名張市井手・いで

　　５１８-０７１６・三重県名張市上本町・うえほんまち

　　５１８-０７４６・三重県名張市梅が丘北１番町・うめがおかきた１はﾞんちよう

　　５１８-０７４７・三重県名張市梅が丘北２番町・うめがおかきた２はﾞんちよう

　　５１８-０７４８・三重県名張市梅が丘北３番町・うめがおかきた３はﾞんちよう

　　５１８-０７４９・三重県名張市梅が丘北４番町・うめがおかきた４はﾞんちよう

　　５１８-０７４０・三重県名張市梅が丘北５番町・うめがおかきた５はﾞんちよう

　　５１８-０７４１・三重県名張市梅が丘南１番町・うめがおかみなみ１はﾞんちよう

　　５１８-０７４２・三重県名張市梅が丘南２番町・うめがおかみなみ２はﾞんちよう

　　５１８-０７４３・三重県名張市梅が丘南３番町・うめがおかみなみ３はﾞんちよう

　　５１８-０７４４・三重県名張市梅が丘南４番町・うめがおかみなみ４はﾞんちよう

　　５１８-０７４５・三重県名張市梅が丘南５番町・うめがおかみなみ５はﾞんちよう

　　５１８-０６０８・三重県名張市鵜山・うやま

　　５１８-０７３３・三重県名張市大屋戸・おやど

　　５１８-０７１４・三重県名張市鍛冶町・かじまち

　　５１８-０４５３・三重県名張市春日丘１番町・かすがおか１はﾞんちよう

　　５１８-０４５４・三重県名張市春日丘２番町・かすがおか２はﾞんちよう

　　５１８-０４５５・三重県名張市春日丘３番町・かすがおか３はﾞんちよう

　　５１８-０４５６・三重県名張市春日丘４番町・かすがおか４はﾞんちよう

　　５１８-０４５７・三重県名張市春日丘５番町・かすがおか５はﾞんちよう

　　５１８-０４５８・三重県名張市春日丘６番町・かすがおか６はﾞんちよう

　　５１８-０４５９・三重県名張市春日丘７番町・かすがおか７はﾞんちよう

　　５１８-０６１３・三重県名張市上小波田・かみおはﾞた

　　５１８-０５０２・三重県名張市上長瀬・かみながせ

　　５１８-０７１０・三重県名張市上八町・かみはつちよう

　　５１８-０４１２・三重県名張市上比奈知・かみひなち

　　５１８-０７６２・三重県名張市上三谷・かみみたに

　　５１８-０５０４・三重県名張市神屋・かみや

　　５１８-０７７１・三重県名張市希央台１番町・きおうだい１はﾞんちよう

　　５１８-０７７２・三重県名張市希央台２番町・きおうだい２はﾞんちよう

　　５１８-０７７３・三重県名張市希央台３番町・きおうだい３はﾞんちよう

　　５１８-０７７４・三重県名張市希央台４番町・きおうだい４はﾞんちよう

　　５１８-０７７５・三重県名張市希央台５番町・きおうだい５はﾞんちよう

　　５１８-０６２１・三重県名張市桔梗が丘１番町・ききようがおか１はﾞんちよう

　　５１８-０６２２・三重県名張市桔梗が丘２番町・ききようがおか２はﾞんちよう

　　５１８-０６２３・三重県名張市桔梗が丘３番町・ききようがおか３はﾞんちよう

　　５１８-０６２４・三重県名張市桔梗が丘４番町・ききようがおか４はﾞんちよう

　　５１８-０６２５・三重県名張市桔梗が丘５番町・ききようがおか５はﾞんちよう

　　５１８-０６２６・三重県名張市桔梗が丘６番町・ききようがおか６はﾞんちよう

　　５１８-０６２７・三重県名張市桔梗が丘７番町・ききようがおか７はﾞんちよう

　　５１８-０６２８・三重県名張市桔梗が丘８番町・ききようがおか８はﾞんちよう

　　５１８-０６４１・三重県名張市桔梗が丘西１番町・ききようがおかにし１はﾞんちよう

　　５１８-０６４２・三重県名張市桔梗が丘西２番町・ききようがおかにし２はﾞんちよう

　　５１８-０６４３・三重県名張市桔梗が丘西３番町・ききようがおかにし３はﾞんちよう

　　５１８-０６４４・三重県名張市桔梗が丘西４番町・ききようがおかにし４はﾞんちよう

　　５１８-０６４５・三重県名張市桔梗が丘西５番町・ききようがおかにし５はﾞんちよう

　　５１８-０６４６・三重県名張市桔梗が丘西６番町・ききようがおかにし６はﾞんちよう

　　５１８-０６４７・三重県名張市桔梗が丘西７番町・ききようがおかにし７はﾞんちよう

　　５１８-０６３１・三重県名張市桔梗が丘南１番町・ききようがおかみなみ１はﾞんちよう

　　５１８-０６３２・三重県名張市桔梗が丘南２番町・ききようがおかみなみ２はﾞんちよう

　　５１８-０６３３・三重県名張市桔梗が丘南３番町・ききようがおかみなみ３はﾞんちよう

　　５１８-０６３４・三重県名張市桔梗が丘南４番町・ききようがおかみなみ４はﾞんちよう

　　５１８-０７２３・三重県名張市木屋町・きやまち

　　５１８-０６０７・三重県名張市葛尾・くずお

　　５１８-０７５３・三重県名張市蔵持町里・くらもちちようさと

　　５１８-０７５１・三重県名張市蔵持町芝出・くらもちちようしはﾞで

　　５１８-０７５２・三重県名張市蔵持町原出・くらもちちようはらで

　　５１８-０７３４・三重県名張市黒田・くろだ



　　５１８-０７３５・三重県名張市結馬・けちはﾞ

　　５１８-０７０１・三重県名張市鴻之台１番町・こうのだい１はﾞんちよう

　　５１８-０７０２・三重県名張市鴻之台２番町・こうのだい２はﾞんちよう

　　５１８-０７０３・三重県名張市鴻之台３番町・こうのだい３はﾞんちよう

　　５１８-０７０４・三重県名張市鴻之台４番町・こうのだい４はﾞんちよう

　　５１８-０７０５・三重県名張市鴻之台５番町・こうのだい５はﾞんちよう

　　５１８-０６０６・三重県名張市薦生・こもお

　　５１８-０７１９・三重県名張市栄町・さかえまち

　　５１８-０７２４・三重県名張市榊町・さかきまち

　　５１８-０７１２・三重県名張市桜ケ丘・さくらがおか

　　５１８-０６０４・三重県名張市さつき台・さつきだい

　　５１８-０６１２・三重県名張市下小波田・しもおはﾞた

　　５１８-０４１３・三重県名張市下比奈知・しもひなち

　　５１８-０７３９・三重県名張市下三谷・しもみたに

　　５１８-０４４３・三重県名張市青蓮寺・しようれんじ

　　５１８-０６１１・三重県名張市新田・しんでん

　　５１８-０７２７・三重県名張市新町・しんまち

　　５１８-０４０６・三重県名張市すずらん台西１番町・すずらんだいにし１はﾞんちよう

　　５１８-０４０７・三重県名張市すずらん台西２番町・すずらんだいにし２はﾞんちよう

　　５１８-０４０８・三重県名張市すずらん台西３番町・すずらんだいにし３はﾞんちよう

　　５１８-０４０９・三重県名張市すずらん台西４番町・すずらんだいにし４はﾞんちよう

　　５１８-０４０１・三重県名張市すずらん台東１番町・すずらんだいひがし１はﾞんちよう

　　５１８-０４０２・三重県名張市すずらん台東２番町・すずらんだいひがし２はﾞんちよう

　　５１８-０４０３・三重県名張市すずらん台東３番町・すずらんだいひがし３はﾞんちよう

　　５１８-０４０４・三重県名張市すずらん台東４番町・すずらんだいひがし４はﾞんちよう

　　５１８-０４０５・三重県名張市すずらん台東５番町・すずらんだいひがし５はﾞんちよう

　　５１８-０４４５・三重県名張市瀬古口・せこぐち

　　５１８-０４１１・三重県名張市滝之原・たきのはら

　　５１８-０４３１・三重県名張市つつじが丘北１番町・つつじがおかきた１はﾞんちよう

　　５１８-０４３２・三重県名張市つつじが丘北２番町・つつじがおかきた２はﾞんちよう

　　５１８-０４３３・三重県名張市つつじが丘北３番町・つつじがおかきた３はﾞんちよう

　　５１８-０４３４・三重県名張市つつじが丘北４番町・つつじがおかきた４はﾞんちよう

　　５１８-０４３５・三重県名張市つつじが丘北５番町・つつじがおかきた５はﾞんちよう

　　５１８-０４３６・三重県名張市つつじが丘北６番町・つつじがおかきた６はﾞんちよう

　　５１８-０４３７・三重県名張市つつじが丘北７番町・つつじがおかきた７はﾞんちよう

　　５１８-０４３８・三重県名張市つつじが丘北８番町・つつじがおかきた８はﾞんちよう

　　５１８-０４３９・三重県名張市つつじが丘北９番町・つつじがおかきた９はﾞんちよう

　　５１８-０４３０・三重県名張市つつじが丘北１０番町・つつじがおかきた１０はﾞんちよう

　　５１８-０４２１・三重県名張市つつじが丘南１番町・つつじがおかみなみ１はﾞんちよう

　　５１８-０４２２・三重県名張市つつじが丘南２番町・つつじがおかみなみ２はﾞんちよう

　　５１８-０４２３・三重県名張市つつじが丘南３番町・つつじがおかみなみ３はﾞんちよう

　　５１８-０４２４・三重県名張市つつじが丘南４番町・つつじがおかみなみ４はﾞんちよう

　　５１８-０４２５・三重県名張市つつじが丘南５番町・つつじがおかみなみ５はﾞんちよう

　　５１８-０４２６・三重県名張市つつじが丘南６番町・つつじがおかみなみ６はﾞんちよう

　　５１８-０４２７・三重県名張市つつじが丘南７番町・つつじがおかみなみ７はﾞんちよう

　　５１８-０４２８・三重県名張市つつじが丘南８番町・つつじがおかみなみ８はﾞんちよう

　　５１８-０４４２・三重県名張市中知山・なかちやま

　　５１８-０７１７・三重県名張市中町・なかまち

　　５１８-０５０５・三重県名張市奈垣・ながき

　　５１８-０５０１・三重県名張市長瀬・ながせ

　　５１８-０７３１・三重県名張市夏秋・なつあき

　　５１８-０４４１・三重県名張市夏見・なつみ

　　５１８-０６０９・三重県名張市西田原・にしたわら

　　５１８-０６０３・三重県名張市西原町・にしわらちよう

　　５１８-０６０２・三重県名張市東田原・ひがしたわら

　　５１８-０７１１・三重県名張市東町・ひがしまち

　　５１８-０７１３・三重県名張市平尾・ひらお

　　５１８-０４１４・三重県名張市富貴ケ丘１番町・ふきがおか１はﾞんちよう

　　５１８-０４１５・三重県名張市富貴ケ丘２番町・ふきがおか２はﾞんちよう

　　５１８-０４１６・三重県名張市富貴ケ丘３番町・ふきがおか３はﾞんちよう

　　５１８-０４１７・三重県名張市富貴ケ丘４番町・ふきがおか４はﾞんちよう

　　５１８-０４１８・三重県名張市富貴ケ丘５番町・ふきがおか５はﾞんちよう

　　５１８-０４１９・三重県名張市富貴ケ丘６番町・ふきがおか６はﾞんちよう

　　５１８-０５０３・三重県名張市布生・ふのう

　　５１８-０７２８・三重県名張市豊後町・ぶんごまち

　　５１８-０７２６・三重県名張市本町・ほんまち

　　５１８-０７２２・三重県名張市松崎町・まつさきまち

　　５１８-０７３２・三重県名張市松原町・まつはﾞらちよう

　　５１８-０７１８・三重県名張市丸之内・まるのうち

　　５１８-０７３８・三重県名張市短野・みじかの



　　５１８-０７５５・三重県名張市緑が丘中・みどりがおかなか

　　５１８-０７５６・三重県名張市緑が丘東・ みどりがおかひがじ

　　５１８-０７５４・三重県名張市緑が丘西・ みどりがおかにじ

　　５１８-０６０１・三重県名張市南古山・みなみふるやま

　　５１８-０７２９・三重県名張市南町・みなみまち

　　５１８-０４４６・三重県名張市南百合が丘・みなみゆりがおか

　　５１８-０４４４・三重県名張市箕曲中村・みのわなかむら

　　５１８-０６１５・三重県名張市美旗中村・みはたなかむら

　　５１８-０６１４・三重県名張市美旗町池の台東・ みはたちよういけのだいひがじ

　　５１８-０６１４・三重県名張市美旗町池の台西・ みはたちよういけのだいにじ

　　５１８-０６１０・三重県名張市美旗町藤が丘・みはたちようふじがおか

　　５１８-０６１６・三重県名張市美旗町南西原・みはたちようみなみにしはら

　　５１８-０６１７・三重県名張市美旗町中１番・みはたちようなか１はﾞん

　　５１８-０６１８・三重県名張市美旗町中２番・みはたちようなか２はﾞん

　　５１８-０６１９・三重県名張市美旗町中３番・みはたちようなか３はﾞん

　　５１８-０７２５・三重県名張市元町・もとまち

　　５１８-０７６３・三重県名張市矢川・やがわ

　　５１８-０７１５・三重県名張市柳原町・やなぎはらちよう

　　５１８-０６０５・三重県名張市八幡・やはﾞた

　　５１８-０４８１・三重県名張市百合が丘西１番町・ゆりがおかにし１はﾞんちよう

　　５１８-０４８２・三重県名張市百合が丘西２番町・ゆりがおかにし２はﾞんちよう

　　５１８-０４８３・三重県名張市百合が丘西３番町・ゆりがおかにし３はﾞんちよう

　　５１８-０４８４・三重県名張市百合が丘西４番町・ゆりがおかにし４はﾞんちよう

　　５１８-０４８５・三重県名張市百合が丘西５番町・ゆりがおかにし５はﾞんちよう

　　５１８-０４８６・三重県名張市百合が丘西６番町・ゆりがおかにし６はﾞんちよう

　　５１８-０４７１・三重県名張市百合が丘東１番町・ゆりがおかひがし１はﾞんちよう

　　５１８-０４７２・三重県名張市百合が丘東２番町・ゆりがおかひがし２はﾞんちよう

　　５１８-０４７３・三重県名張市百合が丘東３番町・ゆりがおかひがし３はﾞんちよう

　　５１８-０４７４・三重県名張市百合が丘東４番町・ゆりがおかひがし４はﾞんちよう

　　５１８-０４７５・三重県名張市百合が丘東５番町・ゆりがおかひがし５はﾞんちよう

　　５１８-０４７６・三重県名張市百合が丘東６番町・ゆりがおかひがし６はﾞんちよう

　　５１８-０４７７・三重県名張市百合が丘東７番町・ゆりがおかひがし７はﾞんちよう

　　５１８-０４７８・三重県名張市百合が丘東８番町・ゆりがおかひがし８はﾞんちよう

　　５１８-０４７９・三重県名張市百合が丘東９番町・ゆりがおかひがし９はﾞんちよう

　　５１８-０７６１・三重県名張市竜口・りゆうぐち

　　５１９-３６００・三重県尾鷲市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５１９-３６１１・三重県尾鷲市朝日町・あさひまち

　　５１９-３６４６・三重県尾鷲市泉町・いずみちよう

　　５１９-３６５３・三重県尾鷲市上野町・うえのちよう

　　５１９-３６２３・三重県尾鷲市大曽根浦・おおそねうら

　　５１９-３６４２・三重県尾鷲市大滝町・おおたきちよう

　　５１９-３９２３・三重県尾鷲市梶賀町・かじかちよう

　　５１９-３９２１・三重県尾鷲市賀田町・かたちよう

　　５１９-３６４０・三重県尾鷲市桂ケ丘・かつらがおか

　　５１９-３６０６・三重県尾鷲市北浦町・きたうらちよう

　　５１９-３６１０・三重県尾鷲市北浦西町・きたうらにしまち

　　５１９-３６０９・三重県尾鷲市北浦東町・きたうらひがしまち

　　５１９-３７０１・三重県尾鷲市九鬼町・くきちよう

　　５１９-３６２６・三重県尾鷲市国市松泉町・くにししようせんちよう

　　５１９-３６５８・三重県尾鷲市倉ノ谷町・くらのたにちよう

　　５１９-３６４７・三重県尾鷲市小川西町・こがわにしまち

　　５１９-３６４８・三重県尾鷲市小川東町・こがわひがしまち

　　５１９-３６５２・三重県尾鷲市古戸町・こどちよう

　　５１９-３６５９・三重県尾鷲市古戸野町・こどのちよう

　　５１９-３８１３・三重県尾鷲市小脇町・こわきちよう

　　５１９-３６１８・三重県尾鷲市栄町・さかえまち

　　５１９-３６６６・三重県尾鷲市坂場西町・さかはﾞにしまち

　　５１９-３６６４・三重県尾鷲市坂場町・さかはﾞちよう

　　５１９-３６２０・三重県尾鷲市座ノ下町・ざのしたちよう

　　５１９-３６３８・三重県尾鷲市新田町・しんでんちよう

　　５１９-３６５１・三重県尾鷲市末広町・すえひろちよう

　　５１９-３４２１・三重県尾鷲市須賀利町・すがりちよう

　　５１９-３６１３・三重県尾鷲市瀬木山町・せぎやまちよう

　　５１９-３９２４・三重県尾鷲市曽根町・そねちよう

　　５１９-３６１５・三重県尾鷲市中央町・ちゆうおうちよう

　　５１９-３６０２・三重県尾鷲市天満浦・てんまうら

　　５１９-３６６６・三重県尾鷲市中井浦（坂場）・なかいうら(さかはﾞ)

　　５１９-３６０５・三重県尾鷲市中井町・なかいまち

　　５１９-３６３９・三重県尾鷲市中川・なかがわ

　　５１９-３６１６・三重県尾鷲市中村町・なかむらちよう



　　５１９-３８１２・三重県尾鷲市名柄町・ながらちよう

　　５１９-３６１４・三重県尾鷲市南陽町・なんようちよう

　　５１９-３６１７・三重県尾鷲市野地町・のじまち

　　５１９-３７０２・三重県尾鷲市早田町・はいだちよう

　　５１９-３６１２・三重県尾鷲市林町・はやしまち

　　５１９-３６３７・三重県尾鷲市光ケ丘・ひかりがおか

　　５１９-３９２２・三重県尾鷲市古江町・ふるえちよう

　　５１９-３６１９・三重県尾鷲市馬越町・まごせちよう

　　５１９-３８１４・三重県尾鷲市三木浦町・みきうらちよう

　　５１９-３８１１・三重県尾鷲市三木里町・みきさとちよう

　　５１９-３６０４・三重県尾鷲市港町・みなとまち

　　５１９-３６４３・三重県尾鷲市南浦（小原野）・みなみうら(おはﾞらの)

　　５１９-３６６７・三重県尾鷲市南浦（クチスボ）・みなみうら(くちすほﾞ)

　　５１９-３６５６・三重県尾鷲市南浦（倉ノ谷）・みなみうら(くらのたに)

　　５１９-３６０１・三重県尾鷲市南浦（天満）・みなみうら(てんま)

　　５１９-３６１３・三重県尾鷲市南浦（林）・みなみうら(はやし)

　　５１９-３６３４・三重県尾鷲市南浦（矢浜）・みなみうら(やのはま)

　　５１９-３６６３・三重県尾鷲市宮ノ上町・みやのうえちよう

　　５１９-３６２５・三重県尾鷲市向井・むかい

　　５１９-３６７１・三重県尾鷲市矢浜（丁目）・やのはま

　　５１９-３６７３・三重県尾鷲市矢浜大道・やのはまおおみち

　　５１９-３６７２・三重県尾鷲市矢浜岡崎町・やのはまおかざきちよう

　　５１９-３６７４・三重県尾鷲市矢浜真砂・やのはままさご

　　５１９-３６２１・三重県尾鷲市行野浦・ゆくのうら

　　５１９-０１００・三重県亀山市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５１９-０１７１・三重県亀山市アイリス町・あいりすちよう

　　５１９-０２２３・三重県亀山市安坂山町・あさかやまちよう

　　５１９-０１４３・三重県亀山市安知本町・あちもとちよう

　　５１９-０１３７・三重県亀山市阿野田町・あのだちよう

　　５１９-０１３１・三重県亀山市井尻町・いじりちよう

　　５１９-０１０１・三重県亀山市井田川町・いだがわちよう

　　５１９-０１５８・三重県亀山市市ケ坂町・いちがさかちよう

　　５１９-０１１２・三重県亀山市上野町・うえのちよう

　　５１９-０１２１・三重県亀山市江ケ室・えがむろ

　　５１９-０１６１・三重県亀山市小川町・おがわちよう

　　５１９-０１６７・三重県亀山市小野町・おのちよう

　　５１９-０１４１・三重県亀山市海本町・かいもとちよう

　　５１９-１１２９・三重県亀山市加太板屋・かぶといたや

　　５１９-１１２２・三重県亀山市加太市場・かぶといちはﾞ

　　５１９-１１２１・三重県亀山市加太梶ケ坂・かぶとかじがさか

　　５１９-１１２８・三重県亀山市加太北在家・かぶときたざいけ

　　５１９-１１２６・三重県亀山市加太神武・かぶとじんむ

　　５１９-１１２７・三重県亀山市加太中在家・かぶとなかざいけ

　　５１９-１１２５・三重県亀山市加太向井・かぶとむかい

　　５１９-０１６３・三重県亀山市亀田町・かめだちよう

　　５１９-０１０３・三重県亀山市川合町・かわいちよう

　　５１９-０２１１・三重県亀山市川崎町・かわさきちよう

　　５１９-０１１５・三重県亀山市北鹿島町・きたかしまちよう

　　５１９-０１５７・三重県亀山市北野町・きたのちよう

　　５１９-０１１８・三重県亀山市北町・きたまち

　　５１９-０１１７・三重県亀山市北山町・きたやまちよう

　　５１９-０１４４・三重県亀山市楠平尾町・くすびらおちよう

　　５１９-０１４８・三重県亀山市木下町・このしたちよう

　　５１９-０１１３・三重県亀山市小下町・こみざちよう

　　５１９-０１１１・三重県亀山市栄町・さかえまち

　　５１９-０１２３・三重県亀山市渋倉町・しぶくらちよう

　　５１９-０１３３・三重県亀山市下庄町・しものしようちよう

　　５１９-０１６９・三重県亀山市白木町・しらきちよう

　　５１９-０１３２・三重県亀山市菅内町・すがうちちよう

　　５１９-０１６２・三重県亀山市住山町・すみやまちよう

　　５１９-１１１９・三重県亀山市関ケ丘・せきがおか

　　５１９-１１１７・三重県亀山市関町泉ケ丘・せきちよういずみがおか

　　５１９-１１０３・三重県亀山市関町市瀬・せきちよういちのせ

　　５１９-１１０６・三重県亀山市関町会下・せきちようえげ

　　５１９-１１２４・三重県亀山市関町越川・せきちようえちがわ

　　５１９-１１０８・三重県亀山市関町小野・せきちようおの

　　５１９-１１２３・三重県亀山市関町金場・せきちようかねはﾞ

　　５１９-１１１６・三重県亀山市関町久我・せきちようくが

　　５１９-１１０２・三重県亀山市関町沓掛・せきちようくつかけ

　　５１９-１１０７・三重県亀山市関町木崎・せきちようこざき



　　５１９-１１０１・三重県亀山市関町坂下・せきちようさかした

　　５１９-１１０４・三重県亀山市関町白木一色・せきちようしらきいつしき

　　５１９-１１１１・三重県亀山市関町新所・せきちようしんじよ

　　５１９-１１１２・三重県亀山市関町中町・せきちようなかまち

　　５１９-１１１４・三重県亀山市関町萩原・せきちようはぎわら

　　５１９-１１１５・三重県亀山市関町福徳・せきちようふくとく

　　５１９-１１１８・三重県亀山市関町富士ハイツ・せきちようふじはいつ

　　５１９-１１１３・三重県亀山市関町古厩・せきちようふるまや

　　５１９-１１０５・三重県亀山市関町鷲山・せきちようわしやま

　　５１９-０１６８・三重県亀山市太岡寺町・たいこうじちよう

　　５１９-０１１９・三重県亀山市高塚町・たかつかちよう

　　５１９-０２１３・三重県亀山市田村町・たむらちよう

　　５１９-０１３６・三重県亀山市田茂町・たもちよう

　　５１９-０２１４・三重県亀山市長明寺町・ちようみようじちよう

　　５１９-０１０４・三重県亀山市椿世町・つはﾞいそちよう

　　５１９-０１４２・三重県亀山市天神・てんじん

　　５１９-０１３４・三重県亀山市中庄町・なかのしようちよう

　　５１９-０１２７・三重県亀山市中屋敷町・なかやしきちよう

　　５１９-０１５３・三重県亀山市西町・にしまち

　　５１９-０１５９・三重県亀山市西丸町・にしまるちよう

　　５１９-０２１２・三重県亀山市能褒野町・のほﾞのちよう

　　５１９-０１６５・三重県亀山市野村・のむら

　　５１９-０１４６・三重県亀山市野村町・のむらちよう

　　５１９-０１６４・三重県亀山市羽若町・はわかちよう

　　５１９-０１２２・三重県亀山市東台町・ひがしだいちよう

　　５１９-０１２５・三重県亀山市東町・ひがしまち

　　５１９-０１２６・三重県亀山市東丸町・ひがしまるちよう

　　５１９-０１２４・三重県亀山市東御幸町・ひがしみゆきちよう

　　５１９-０１６６・三重県亀山市布気町・ふけちよう

　　５１９-０２２２・三重県亀山市両尾町・ふたおちよう

　　５１９-０２１５・三重県亀山市太森町・ふともりちよう

　　５１９-０２２１・三重県亀山市辺法寺町・へんほﾞうじちよう

　　５１９-０１１６・三重県亀山市本町・ほんまち

　　５１９-０１５２・三重県亀山市本丸町・ほんまるちよう

　　５１９-０１８１・三重県亀山市みずきが丘・みずきがおか

　　５１９-０１０５・三重県亀山市みずほ台・みずほだい

　　５１９-０１３５・三重県亀山市三寺町・みつでらちよう

　　５１９-０１０６・三重県亀山市みどり町・みどりちよう

　　５１９-０１１４・三重県亀山市南鹿島町・みなみかしまちよう

　　５１９-０１５４・三重県亀山市南崎町・みなみざきちよう

　　５１９-０１５６・三重県亀山市南野町・みなみのちよう

　　５１９-０１５５・三重県亀山市御幸町・みゆきちよう

　　５１９-０１４７・三重県亀山市山下町・やましたちよう

　　５１９-０１５１・三重県亀山市若山町・わかやまちよう

　　５１９-０１４５・三重県亀山市和賀町・

　　５１９-０１０２・三重県亀山市和田町・わだちよう

　　５１７-００００・三重県鳥羽市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５１７-００３３・三重県鳥羽市畔蛸町・あだこちよう

　　５１７-００２１・三重県鳥羽市安楽島町・あらしまちよう

　　５１７-００１２・三重県鳥羽市池上町・いけがみちよう

　　５１７-００２６・三重県鳥羽市石鏡町・いじかちよう

　　５１７-００４１・三重県鳥羽市岩倉町・いわくらちよう

　　５１７-００２５・三重県鳥羽市浦村町・うらむらちよう

　　５１７-００２２・三重県鳥羽市大明東町・おあきひがしまち

　　５１７-００２３・三重県鳥羽市大明西町・おあきにしまち

　　５１７-００３２・三重県鳥羽市相差町・おうさつちよう

　　５１７-００１５・三重県鳥羽市小浜町・おはまちよう

　　５１７-００１４・三重県鳥羽市堅神町・かたかみちよう

　　５１７-００３５・三重県鳥羽市堅子町・かたこちよう

　　５１７-０００１・三重県鳥羽市神島町・かみじまちよう

　　５１７-００３１・三重県鳥羽市国崎町・くざきちよう

　　５１７-００４４・三重県鳥羽市河内町・こうちちよう

　　５１７-０００５・三重県鳥羽市坂手町・さかてちよう

　　５１７-００４６・三重県鳥羽市幸丘・さちがおか

　　５１７-００４３・三重県鳥羽市白木町・しらきちよう

　　５１７-０００４・三重県鳥羽市菅島町・すがしまちよう

　　５１７-００３４・三重県鳥羽市千賀町・せんがちよう

　　５１７-００２４・三重県鳥羽市高丘町・たかおかちよう

　　５１７-０００２・三重県鳥羽市答志町・とうしちよう

　　５１７-００１１・三重県鳥羽市鳥羽・とはﾞ



　　５１７-００４５・三重県鳥羽市船津町・ふなつちよう

　　５１７-００４２・三重県鳥羽市松尾町・まつおちよう

　　５１７-０００３・三重県鳥羽市桃取町・ももとりちよう

　　５１７-００１３・三重県鳥羽市屋内町・やないちよう

　　５１７-００４７・三重県鳥羽市若杉町・わかすぎちよう

　　５１９-４３００・三重県熊野市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５１９-４５６１・三重県熊野市飛鳥町大又・あすかちようおおまた

　　５１９-４５６６・三重県熊野市飛鳥町神山・あすかちようこうのやま

　　５１９-４５６３・三重県熊野市飛鳥町小阪・あすかちようこざか

　　５１９-４５６２・三重県熊野市飛鳥町小又・あすかちようこまた

　　５１９-４５６４・三重県熊野市飛鳥町佐渡・あすかちようさわたり

　　５１９-４５６５・三重県熊野市飛鳥町野口・あすかちようのぐち

　　５１９-４２０６・三重県熊野市新鹿町・あたしかちよう

　　５１９-４３２５・三重県熊野市有馬町・ありまちよう

　　５１９-４４４６・三重県熊野市育生町赤倉・いくせいちようあかぐら

　　５１９-４４４８・三重県熊野市育生町大井・いくせいちようおおい

　　５１９-４４４７・三重県熊野市育生町尾川・いくせいちようおがわ

　　５１９-４４４５・三重県熊野市育生町粉所・いくせいちようこどころ

　　５１９-４４４９・三重県熊野市育生町長井・いくせいちようながい

　　５１９-４６７５・三重県熊野市五郷町大井谷・いさとちようおおいだに

　　５１９-４６７３・三重県熊野市五郷町寺谷・いさとちようてらだに

　　５１９-４６７１・三重県熊野市五郷町桃崎・いさとちようももざき

　　５１９-４６７２・三重県熊野市五郷町湯谷・いさとちようゆのたに

　　５１９-４６７４・三重県熊野市五郷町和田・いさとちようわだ

　　５１９-４３２１・三重県熊野市磯崎町・いそざきちよう

　　５１９-４３２４・三重県熊野市井戸町・いどちよう

　　５１９-４３２２・三重県熊野市大泊町・おおどまりちよう

　　５１９-４３２７・三重県熊野市金山町・かなやまちよう

　　５１９-４４４２・三重県熊野市神川町神上・かみかわちようこうのうえ

　　５１９-４４４４・三重県熊野市神川町長原・かみかわちようながはら

　　５１９-４４４１・三重県熊野市神川町花知・かみかわちようはなじり

　　５１９-４４４３・三重県熊野市神川町柳谷・かみかわちようやなぎだに

　　５１９-４３２３・三重県熊野市木本町・きのもとちよう

　　５１９-５４０４・三重県熊野市紀和町赤木・きわちようあかぎ

　　５１９-５４１３・三重県熊野市紀和町板屋・きわちよういたや

　　５１９-５４１２・三重県熊野市紀和町大栗須・きわちようおおぐるす

　　５１９-５４１５・三重県熊野市紀和町大河内・きわちようおこち

　　５１９-５４１１・三重県熊野市紀和町木津呂・きわちようきつﾞろ

　　６４７-１３２１・三重県熊野市紀和町花井・きわちようけい

　　５１９-５４１７・三重県熊野市紀和町小川口・きわちようこがわぐち

　　５１９-５４１４・三重県熊野市紀和町小栗須・きわちようこぐるす

　　６４７-１３２２・三重県熊野市紀和町小船・きわちようこぶね

　　５１９-５４０１・三重県熊野市紀和町小森・きわちようこもり

　　５１９-５４０３・三重県熊野市紀和町長尾・きわちようながお

　　５１９-５４０２・三重県熊野市紀和町平谷・きわちようひらたに

　　５１９-５４０５・三重県熊野市紀和町丸山・きわちようまるやま

　　５１９-５４０６・三重県熊野市紀和町矢ノ川・きわちようやのかわ

　　５１９-５４１６・三重県熊野市紀和町湯ノ口・きわちようゆのくち

　　６４７-１３２５・三重県熊野市紀和町楊枝・きわちようようじ

　　６４７-１３２３・三重県熊野市紀和町楊枝川・きわちようようじがわ

　　６４７-１３２４・三重県熊野市紀和町和気・きわちようわけ

　　５１９-４３２６・三重県熊野市久生屋町・くしやちよう

　　５１９-４２０１・三重県熊野市須野町・すのちよう

　　５１９-４２０３・三重県熊野市二木島里町・にぎしまさとちよう

　　５１９-４２０４・三重県熊野市二木島町・にぎしまちよう

　　５１９-４２０７・三重県熊野市波田須町・はだすちよう

　　５１９-４２０２・三重県熊野市甫母町・ほほﾞちよう

　　５１９-４２０５・三重県熊野市遊木町・ゆきちよう

　　５１１-０２００・三重県いなべ市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５１１-０２０４・三重県いなべ市員弁町石仏・いなべちよういしほﾞとけ

　　５１１-０２０１・三重県いなべ市員弁町市之原・いなべちよういちのはら

　　５１１-０２０６・三重県いなべ市員弁町宇野・いなべちよううの

　　５１１-０２２４・三重県いなべ市員弁町大泉・いなべちようおおいずみ

　　５１１-０２１７・三重県いなべ市員弁町大泉新田・いなべちようおおいずみしんでん

　　５１１-０２１４・三重県いなべ市員弁町岡丁田・いなべちようおかちようだ

　　５１１-０２０５・三重県いなべ市員弁町笠田新田・いなべちようかさだしんでん

　　５１１-０２０７・三重県いなべ市員弁町上笠田・いなべちようかみかさだ

　　５１１-０２２３・三重県いなべ市員弁町北金井・いなべちようきたかない

　　５１１-０２１３・三重県いなべ市員弁町暮明・いなべちようくらがり

　　５１１-０２２１・三重県いなべ市員弁町下笠田・いなべちようしもかさだ



　　５１１-０２０２・三重県いなべ市員弁町楚原・いなべちようそはら

　　５１１-０２２５・三重県いなべ市員弁町西方・いなべちようにしがた

　　５１１-０２０３・三重県いなべ市員弁町畑新田・いなべちようはたしんでん

　　５１１-０２０８・三重県いなべ市員弁町坂東新田・いなべちようはﾞんどうしんでん

　　５１１-０２１５・三重県いなべ市員弁町東一色・いなべちようひがしいつしき

　　５１１-０２１２・三重県いなべ市員弁町平古・いなべちようひらこ

　　５１１-０２１１・三重県いなべ市員弁町松名新田・いなべちようまつなしんでん

　　５１１-０２１６・三重県いなべ市員弁町松之木・いなべちようまつのき

　　５１１-０２２２・三重県いなべ市員弁町御薗・いなべちようみその

　　５１１-０２６７・三重県いなべ市大安町石榑北山・だいあんちよういしぐれきたやま

　　５１１-０２７６・三重県いなべ市大安町石榑下・だいあんちよういしぐれしも

　　５１１-０２６４・三重県いなべ市大安町石榑東・ だいあんちよういしぐれひがじ

　　５１１-０２６６・三重県いなべ市大安町石榑南・だいあんちよういしぐれみなみ

　　５１１-０２６５・三重県いなべ市大安町石榑北・だいあんちよういしぐれきた

　　５１１-０２８６・三重県いなべ市大安町宇賀・だいあんちよううが

　　５１１-０２８５・三重県いなべ市大安町宇賀新田・だいあんちよううがしんでん

　　５１１-０２８４・三重県いなべ市大安町梅戸・だいあんちよううめど

　　５１１-０２８２・三重県いなべ市大安町大泉・だいあんちようおおいずみ

　　５１１-０２７４・三重県いなべ市大安町大井田・だいあんちようおおいだ

　　５１１-０２７１・三重県いなべ市大安町片樋・だいあんちようかたひ

　　５１１-０２７２・三重県いなべ市大安町高柳・だいあんちようたかやなぎ

　　５１１-０２８７・三重県いなべ市大安町中央ケ丘・だいあんちようちゆうおうがおか

　　５１１-０２７５・三重県いなべ市大安町鍋坂・だいあんちようなべさか

　　５１１-０２６１・三重県いなべ市大安町丹生川上・だいあんちようにゆうがわかみ

　　５１１-０２６２・三重県いなべ市大安町丹生川中・だいあんちようにゆうがわなか

　　５１１-０２６３・三重県いなべ市大安町丹生川久下・だいあんちようにゆうがわひさか

　　５１１-０２７３・三重県いなべ市大安町平塚・だいあんちようひらつか

　　５１１-０２８３・三重県いなべ市大安町南金井・だいあんちようみなみかない

　　５１１-０２８１・三重県いなべ市大安町門前・だいあんちようもんぜん

　　５１１-０５１４・三重県いなべ市藤原町石川・ふじわらちよういしかわ

　　５１１-０５１１・三重県いなべ市藤原町市場・ふじわらちよういちはﾞ

　　５１１-０５０７・三重県いなべ市藤原町上之山田・ふじわらちよううえのやまだ

　　５１１-０５１７・三重県いなべ市藤原町大貝戸・ふじわらちようおおがいと

　　５１１-０５０１・三重県いなべ市藤原町鼎・ふじわらちようかなえ

　　５１１-０５０２・三重県いなべ市藤原町上相場・ふじわらちようかみあいはﾞ

　　５１１-０５０４・三重県いなべ市藤原町川合・ふじわらちようかわい

　　５１１-０５１８・三重県いなべ市藤原町坂本・ふじわらちようさかもと

　　５１１-０５２２・三重県いなべ市藤原町篠立・ふじわらちようしのだち

　　５１１-０５０３・三重県いなべ市藤原町下相場・ふじわらちようしもあいはﾞ

　　５１１-０５１３・三重県いなべ市藤原町下野尻・ふじわらちようしものじり

　　５１１-０５１２・三重県いなべ市藤原町志礼石新田・ふじわらちようしれいししんでん

　　５１１-０５１５・三重県いなべ市藤原町東禅寺・ふじわらちようとうぜんじ

　　５１１-０５０６・三重県いなべ市藤原町長尾・ふじわらちようながお

　　５１１-０５１６・三重県いなべ市藤原町西野尻・ふじわらちようにしのじり

　　５１１-０５０５・三重県いなべ市藤原町日内・ふじわらちようひない

　　５１１-０５０８・三重県いなべ市藤原町藤ケ丘・ふじわらちようふじがおか

　　５１１-０５２１・三重県いなべ市藤原町古田・ふじわらちようふるた

　　５１１-０５１９・三重県いなべ市藤原町別名・ふじわらちようべつみよう

　　５１１-０５２３・三重県いなべ市藤原町本郷・ふじわらちようほんごう

　　５１１-０５２４・三重県いなべ市藤原町山口・ふじわらちようやまぐち

　　５１１-０４２８・三重県いなべ市北勢町阿下喜・ほくせいちようあげき

　　５１１-０４１６・三重県いなべ市北勢町飯倉・ほくせいちよういぐら

　　５１１-０４２７・三重県いなべ市北勢町麻生田・ほくせいちようおうだ

　　５１１-０４２５・三重県いなべ市北勢町大辻新田・ほくせいちようおおつじしんでん

　　５１１-０４３５・三重県いなべ市北勢町奥村・ほくせいちようおくむら

　　５１１-０４３７・三重県いなべ市北勢町垣内・ほくせいちようかいと

　　５１１-０４０１・三重県いなべ市北勢町川原・ほくせいちようかわはら

　　５１１-０４２２・三重県いなべ市北勢町北中津原・ほくせいちようきたなかつはら

　　５１１-０４１１・三重県いなべ市北勢町京ケ野新田・ほくせいちようきようがのしんでん

　　５１１-０４０４・三重県いなべ市北勢町小原一色・ほくせいちようこはらいつしき

　　５１１-０４０６・三重県いなべ市北勢町塩崎・ほくせいちようしおさき

　　５１１-０４１８・三重県いなべ市北勢町下平・ほくせいちようしもひら

　　５１１-０４３６・三重県いなべ市北勢町新町・ほくせいちようしんまち

　　５１１-０４１７・三重県いなべ市北勢町瀬木・ほくせいちようせぎ

　　５１１-０４０２・三重県いなべ市北勢町千司久連新田・ほくせいちようせんじぐれしんでん

　　５１１-０４２６・三重県いなべ市北勢町其原・ほくせいちようそのはら

　　５１１-０４０５・三重県いなべ市北勢町田辺・ほくせいちようたなべ

　　５１１-０４２１・三重県いなべ市北勢町皷・ほくせいちようつつﾞみ

　　５１１-０４３３・三重県いなべ市北勢町中山・ほくせいちようなかやま

　　５１１-０４１４・三重県いなべ市北勢町西貝野・ほくせいちようにしかいの



　　５１１-０４０３・三重県いなべ市北勢町二之瀬・ほくせいちようにのせ

　　５１１-０４１３・三重県いなべ市北勢町畑毛・ほくせいちようはたけ

　　５１１-０４３８・三重県いなべ市北勢町治田外面・ほくせいちようはつたども

　　５１１-０４１５・三重県いなべ市北勢町東貝野・ほくせいちようひがしかいの

　　５１１-０４３２・三重県いなべ市北勢町東村・ほくせいちようひがしむら

　　５１１-０４２３・三重県いなべ市北勢町平野新田・ほくせいちようひらのしんでん

　　５１１-０４３４・三重県いなべ市北勢町麓村・ほくせいちようふもとむら

　　５１１-０４３１・三重県いなべ市北勢町別名・ほくせいちようべつみよう

　　５１１-０４２４・三重県いなべ市北勢町南中津原・ほくせいちようみなみなかつはら

　　５１１-０４１２・三重県いなべ市北勢町向平・ほくせいちようむこひら

　　５１７-０５００・三重県志摩市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５１７-０５０７・三重県志摩市阿児町安乗・あごちようあのり

　　５１７-０５０１・三重県志摩市阿児町鵜方・あごちよううがた

　　５１７-０５０６・三重県志摩市阿児町国府・あごちようこう

　　５１７-０５０５・三重県志摩市阿児町甲賀・あごちようこうか

　　５１７-０５０４・三重県志摩市阿児町志島・あごちようしじま

　　５１７-０５０２・三重県志摩市阿児町神明・あごちようしんめい

　　５１７-０５０３・三重県志摩市阿児町立神・あごちようたてがみ

　　５１７-０２１３・三重県志摩市磯部町穴川・いそべちようあながわ

　　５１７-０２０６・三重県志摩市磯部町飯浜・いそべちよういいはま

　　５１７-０２０９・三重県志摩市磯部町恵利原・いそべちようえりはら

　　５１７-０２０８・三重県志摩市磯部町上之郷・いそべちようかみのごう

　　５１７-０２０２・三重県志摩市磯部町沓掛・いそべちようくつかけ

　　５１７-０２１６・三重県志摩市磯部町栗木広・いそべちようくりきひろ

　　５１７-０２０１・三重県志摩市磯部町五知・いそべちようごち

　　５１７-０２１２・三重県志摩市磯部町坂崎・いそべちようさかざき

　　５１７-０２１１・三重県志摩市磯部町三ケ所・いそべちようさんがしよ

　　５１７-０２０７・三重県志摩市磯部町下之郷・いそべちようしものごう

　　５１７-０２１８・三重県志摩市磯部町築地・いそべちようついじ

　　５１７-０２１４・三重県志摩市磯部町迫間・いそべちようはさま

　　５１７-０２１５・三重県志摩市磯部町檜山・いそべちようひやま

　　５１７-０２０４・三重県志摩市磯部町的矢・いそべちようまとや

　　５１７-０２０３・三重県志摩市磯部町山田・いそべちようやまだ

　　５１７-０２１７・三重県志摩市磯部町山原・いそべちようやまはら

　　５１７-０２０５・三重県志摩市磯部町渡鹿野・いそべちようわたかの

　　５１７-０７０１・三重県志摩市志摩町片田・しまちようかただ

　　５１７-０７０５・三重県志摩市志摩町御座・しまちようござ

　　５１７-０７０４・三重県志摩市志摩町越賀・しまちようこしか

　　５１７-０７０２・三重県志摩市志摩町布施田・しまちようふせだ

　　５１７-０７０３・三重県志摩市志摩町和具・しまちようわぐ

　　５１７-０６０１・三重県志摩市大王町畔名・だいおうちようあぜな

　　５１７-０６０３・三重県志摩市大王町波切・だいおうちようなきり

　　５１７-０６０２・三重県志摩市大王町名田・だいおうちようなた

　　５１７-０６０４・三重県志摩市大王町船越・ だいおうちようふなこじ

　　５１７-０４０２・三重県志摩市浜島町塩屋・はまじまちようしおや

　　５１７-０４０５・三重県志摩市浜島町南張・はまじまちようなんはﾞり

　　５１７-０４０３・三重県志摩市浜島町迫子・はまじまちようはざこ

　　５１７-０４０４・三重県志摩市浜島町浜島・はまじまちようはまじま

　　５１７-０４０１・三重県志摩市浜島町桧山路・はまじまちようひやまじ

　　５１８-００００・三重県伊賀市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５１９-１４１３・三重県伊賀市愛田・あいた

　　５１８-０２２６・三重県伊賀市阿保・あお

　　５１８-０２２７・三重県伊賀市青山羽根・あおやまはね

　　５１８-０１１４・三重県伊賀市朝日ケ丘町・あさひがおかちよう

　　５１８-１３１６・三重県伊賀市阿山ハイツ・あやまはいつ

　　５１８-０８１８・三重県伊賀市荒木・あらき

　　５１８-１３２３・三重県伊賀市石川・いしかわ

　　５１８-０００８・三重県伊賀市印代・いじろ

　　５１８-１４０７・三重県伊賀市出後・いずご

　　５１８-０２０５・三重県伊賀市伊勢路・いせじ

　　５１８-０１２３・三重県伊賀市猪田・いだ

　　５１８-０００３・三重県伊賀市一之宮・いちのみや

　　５１８-０１０２・三重県伊賀市市部・いちべ

　　５１８-０１０１・三重県伊賀市依那具・いなぐ

　　５１８-００２６・三重県伊賀市岩倉・いわくら

　　５１８-０８５９・三重県伊賀市上野相生町・うえのあいおいちよう

　　５１８-０８７１・三重県伊賀市上野赤坂町・うえのあかさかちよう

　　５１８-０８４６・三重県伊賀市上野愛宕町・うえのあたごまち

　　５１８-０８５３・三重県伊賀市上野池町・うえのいけまち

　　５１８-０８５２・三重県伊賀市上野伊予町・うえのいよまち



　　５１８-０８６５・三重県伊賀市上野魚町・うえのうおまち

　　５１８-０８４１・三重県伊賀市上野恵美須町・うえのえびすまち

　　５１８-０８６４・三重県伊賀市上野鍛冶町・うえのかじまち

　　５１８-０８６２・三重県伊賀市上野片原町・うえのかたはらまち

　　５１８-０８３８・三重県伊賀市上野茅町・うえのかやまち

　　５１８-０８３２・三重県伊賀市上野車坂町・うえのくるまざかちよう

　　５１８-０８４２・三重県伊賀市上野桑町・うえのくわまち

　　５１８-０８７２・三重県伊賀市上野玄蕃町・うえのげんはﾞまち

　　５１８-０８７４・三重県伊賀市上野幸坂町・うえのこうさかまち

　　５１８-０８６６・三重県伊賀市上野小玉町・うえのこだまちよう

　　５１８-０８５８・三重県伊賀市上野紺屋町・うえのこんやまち

　　５１８-０８５７・三重県伊賀市上野三之西町・うえのさんのにしまち

　　５１８-０８５４・三重県伊賀市上野忍町・うえのしのびちよう

　　５１８-０８７７・三重県伊賀市上野下幸坂町・うえのしもこうさかまち

　　５１８-０８６３・三重県伊賀市上野新町・うえのしんまち

　　５１８-０８３９・三重県伊賀市上野田端町・うえのたはﾞたちよう

　　５１８-０８４７・三重県伊賀市上野鉄砲町・うえのてつほﾟうまち

　　５１８-０８５１・三重県伊賀市上野寺町・うえのてらまち

　　５１８-０８５６・三重県伊賀市上野徳居町・うえのとくいちよう

　　５１８-０８６９・三重県伊賀市上野中町・うえのなかまち

　　５１８-０８７８・三重県伊賀市上野西大手町・うえのにしおおてちよう

　　５１８-０８４８・三重県伊賀市上野西日南町・うえのにしひなたまち

　　５１８-０８６８・三重県伊賀市上野西町・うえのにしまち

　　５１８-０８３１・三重県伊賀市上野農人町・うえののうにんまち

　　５１８-０８４９・三重県伊賀市上野東日南町・うえのひがしひなたまち

　　５１８-０８６１・三重県伊賀市上野東町・うえのひがしまち

　　５１８-０８６７・三重県伊賀市上野福居町・うえのふくいちよう

　　５１８-０８７３・三重県伊賀市上野丸之内・うえのまるのうち

　　５１８-０８７５・三重県伊賀市上野向島町・うえのむかいじまちよう

　　５１８-０８５５・三重県伊賀市上野万町・うえのよろずまち

　　５１８-０１１２・三重県伊賀市上林・ うえはﾞやじ

　　５１９-１４０３・三重県伊賀市上村・うえむら

　　５１８-１３２１・三重県伊賀市内保・うちほ

　　５１８-１３１４・三重県伊賀市円徳院・えんとくいん

　　５１８-０２１９・三重県伊賀市老川・おいかわ

　　５１８-００３４・三重県伊賀市大内・おおうち

　　５１８-１３１７・三重県伊賀市大江・おおえ

　　５１８-１１５４・三重県伊賀市大滝・おおたき

　　５１８-００１７・三重県伊賀市大谷・おおたに

　　５１８-００３３・三重県伊賀市大野木・おおのぎ

　　５１８-０２２３・三重県伊賀市岡田・おかだ

　　５１８-０１０６・三重県伊賀市岡波・おかなみ

　　５１８-０１０３・三重県伊賀市沖・おき

　　５１８-０２１１・三重県伊賀市奥鹿野・おくがの

　　５１８-１４２７・三重県伊賀市奥馬野・おくはﾞの

　　５１８-０８２５・三重県伊賀市小田町・おたちよう

　　５１８-１３２４・三重県伊賀市音羽・おとわ

　　５１８-０８１５・三重県伊賀市界外・かいげ

　　５１８-０１２２・三重県伊賀市笠部・かさべ

　　５１８-０２２４・三重県伊賀市柏尾・かしお

　　５１８-１４０３・三重県伊賀市炊村・かしきむら

　　５１８-１１４３・三重県伊賀市鍛冶屋・かじや

　　５１９-１４１５・三重県伊賀市柏野・かしわの

　　５１８-０２０３・三重県伊賀市勝地・かちじ

　　５１８-１１５３・三重県伊賀市桂・かつら

　　５１８-１４１２・三重県伊賀市上阿波・かみあわ

　　５１８-０１１６・三重県伊賀市上神戸・かみかんべ

　　５１８-０１２５・三重県伊賀市上郡・かみごおり

　　５１８-１３０３・三重県伊賀市上友田・かみともだ

　　５１８-０８１４・三重県伊賀市上友生・かみともの

　　５１８-０１２１・三重県伊賀市上之庄・かみのしよう

　　５１８-１３１５・三重県伊賀市川合・かわい

　　５１８-１３０７・三重県伊賀市川合（東山タウン）・かわい(ひがしやまたうん)

　　５１８-０２１８・三重県伊賀市川上・かわかみ

　　５１８-１４２５・三重県伊賀市川北・かわきた

　　５１９-１４２５・三重県伊賀市川西・ かわにじ

　　５１９-１４２４・三重県伊賀市川東・ かわひがじ

　　５１８-０８４５・三重県伊賀市木興町・きこちよう

　　５１８-０２０４・三重県伊賀市北山・きたやま

　　５１９-１４２３・三重県伊賀市希望ケ丘西・ きほﾞうがおかにじ



　　５１９-１４２２・三重県伊賀市希望ケ丘東・ きほﾞうがおかひがじ

　　５１８-０２２５・三重県伊賀市桐ケ丘・きりがおか

　　５１８-０２１５・三重県伊賀市霧生・きりゆう

　　５１８-０８４３・三重県伊賀市久米町・くめちよう

　　５１８-１１４７・三重県伊賀市蔵縄手・くらなわて

　　５１８-１４０４・三重県伊賀市甲野・こうの

　　５１８-０２１４・三重県伊賀市腰山・こしやま

　　５１９-１４０６・三重県伊賀市小杉・こすぎ

　　５１８-０８０９・三重県伊賀市西明寺・さいみようじ

　　５１８-０１０８・三重県伊賀市才良・ざいりよう

　　５１８-１４２９・三重県伊賀市坂下・さかげ

　　５１８-００１２・三重県伊賀市坂之下・さかのした

　　５１８-０００１・三重県伊賀市佐那具町・さなぐちよう

　　５１８-０８２３・三重県伊賀市四十九町・しじゆくちよう

　　５１８-００３５・三重県伊賀市七本木・しちほんぎ

　　５１９-１７１１・三重県伊賀市島ケ原・しまがはら

　　５１９-１７０７・三重県伊賀市島ケ原（大道）・しまがはら(おおどう)

　　５１９-１７０６・三重県伊賀市島ケ原（奥村）・しまがはら(おくむら)

　　５１９-１７０１・三重県伊賀市島ケ原（川南）・しまがはら(かわみなみ)

　　５１９-１７０５・三重県伊賀市島ケ原（中村）・しまがはら(なかむら)

　　５１９-１７０８・三重県伊賀市島ケ原（中矢）・しまがはら(なかや)

　　５１９-１７０２・三重県伊賀市島ケ原（不見上）・しまがはら(ふけんじよう)

　　５１９-１７０４・三重県伊賀市島ケ原（町）・しまがはら(まち)

　　５１９-１７０３・三重県伊賀市島ケ原（山菅）・しまがはら(やますげ)

　　５１８-１４１６・三重県伊賀市下阿波・しもあわ

　　５１８-０２０６・三重県伊賀市下川原・しもがわら

　　５１８-０１１１・三重県伊賀市下神戸・しもかんべ

　　５１８-０１２４・三重県伊賀市下郡・しもごおり

　　５１９-１４１２・三重県伊賀市下柘植・しもつげ

　　５１８-１３０５・三重県伊賀市下友田・しもともだ

　　５１８-０８１７・三重県伊賀市下友生・しもともの

　　５１８-１１４１・三重県伊賀市菖蒲池・しようぶいけ

　　５１８-１１５１・三重県伊賀市白樫・ しらかじ

　　５１９-１４１６・三重県伊賀市新堂・しんどう

　　５１８-０１０４・三重県伊賀市摺見・するみ

　　５１８-００２１・三重県伊賀市諏訪・すわ

　　５１８-１３１９・三重県伊賀市千貝・せがい

　　５１８-０００２・三重県伊賀市千歳・せんざい

　　５１８-１４０１・三重県伊賀市千戸・せんど

　　５１８-０２１６・三重県伊賀市高尾・たかお

　　５１８-０００５・三重県伊賀市高畑・たかはた

　　５１８-０８１２・三重県伊賀市高山・たかやま

　　５１８-０２０１・三重県伊賀市瀧・たき

　　５１９-１４１１・三重県伊賀市楯岡・たておか

　　５１８-０２１７・三重県伊賀市種生・たなお

　　５１８-１３１２・三重県伊賀市田中・たなか

　　５１８-１３２２・三重県伊賀市玉滝・たまたき

　　５１８-００３２・三重県伊賀市朝屋・ちようや

　　５１９-１４０２・三重県伊賀市柘植町・つげまち

　　５１８-００１５・三重県伊賀市土橋・ つちはじ

　　５１８-０００４・三重県伊賀市寺田・てらだ

　　５１８-０２２２・三重県伊賀市寺脇・てらわき

　　５１８-１４２４・三重県伊賀市富岡・とみおか

　　５１８-１４１７・三重県伊賀市富永・とみなが

　　５１８-００１１・三重県伊賀市外山・とやま

　　５１８-０８２２・三重県伊賀市問屋町・とんやまち

　　５１８-００３１・三重県伊賀市長田・ながた

　　５１９-１４０４・三重県伊賀市中柘植・なかつげ

　　５１８-１３０４・三重県伊賀市中友田・なかともだ

　　５１８-０８１６・三重県伊賀市中友生・なかともの

　　５１８-１４２８・三重県伊賀市中馬野・なかはﾞの

　　５１８-１４０６・三重県伊賀市中村・なかむら

　　５１８-００１４・三重県伊賀市西条・にしじよう

　　５１８-００２５・三重県伊賀市西高倉・にしたかくら

　　５１９-１４２６・三重県伊賀市西之澤・にしのさわ

　　５１８-００２７・三重県伊賀市西山・にしやま

　　５１８-１３０１・三重県伊賀市西湯舟・にしゆぶね

　　５１８-００２３・三重県伊賀市野間・のま

　　５１９-１４０５・三重県伊賀市野村・のむら

　　５１８-１３１８・三重県伊賀市波敷野・はじきの



　　５１８-０８１３・三重県伊賀市蓮池・はすいけ

　　５１８-１３１１・三重県伊賀市馬田・はﾞた

　　５１８-１４０８・三重県伊賀市畑村・はたむら

　　５１８-１１５５・三重県伊賀市治田・はつた

　　５１８-０００７・三重県伊賀市服部町・はつとりちよう

　　５１８-０００６・三重県伊賀市羽根・はね

　　５１８-１３１３・三重県伊賀市馬場・はﾞはﾞ

　　５１８-００１３・三重県伊賀市東条・ひがしじよう

　　５１８-００２４・三重県伊賀市東高倉・ひがしたかくら

　　５１８-１１４４・三重県伊賀市東谷・ひがしだに

　　５１８-１３０２・三重県伊賀市東湯舟・ひがしゆぶね

　　５１８-０１０５・三重県伊賀市比自岐・ひじき

　　５１８-０１０７・三重県伊賀市枅川・ひじきがわ

　　５１８-０１１５・三重県伊賀市比土・ひど

　　５１９-１４０１・三重県伊賀市一ツ家・ひとつや

　　５１８-１４２２・三重県伊賀市平田・ひらた

　　５１８-０８０７・三重県伊賀市平野上川原・ひらのかみがわら

　　５１８-０８２６・三重県伊賀市平野北谷・ひらのきただに

　　５１８-０８０８・三重県伊賀市平野蔵垣内・ひらのくらがいと

　　５１８-０８２７・三重県伊賀市平野清水・ひらのしようず

　　５１８-０８３０・三重県伊賀市平野城北町・ひらのじようほくちよう

　　５１８-０８２８・三重県伊賀市平野中川原・ひらのなかがわら

　　５１８-０８２０・三重県伊賀市平野西町・ひらのにしまち

　　５１８-０８１０・三重県伊賀市平野東町・ひらのひがしまち

　　５１８-０８０２・三重県伊賀市平野樋之口・ひらのひのくち

　　５１８-０８０１・三重県伊賀市平野見能・ひらのみのう

　　５１８-０８２９・三重県伊賀市平野山之下・ひらのやまのした

　　５１８-０８０４・三重県伊賀市平野六反田・ひらのろくたんだ

　　５１８-１４２６・三重県伊賀市広瀬・ひろせ

　　５１８-０２１２・三重県伊賀市福川・ふくがわ

　　５１８-０１１３・三重県伊賀市古郡・ふるこおり

　　５１８-０８２１・三重県伊賀市生琉里・ふるさと

　　５１８-１１４２・三重県伊賀市古山界外・ふるやまかいげ

　　５１８-０２２１・三重県伊賀市別府・べふ

　　５１８-１４０５・三重県伊賀市鳳凰寺・ほﾞうじ

　　５１８-０８１１・三重県伊賀市喰代・ほうじろ

　　５１８-００３６・三重県伊賀市法花・ほつけ

　　５１８-１３２６・三重県伊賀市槙山・まきやま

　　５１８-１４１４・三重県伊賀市猿野・ましの

　　５１８-１３２５・三重県伊賀市丸柱・まるはﾞしら

　　５１８-００２２・三重県伊賀市三田・みた

　　５１９-１４１４・三重県伊賀市御代・みだい

　　５１８-０８３４・三重県伊賀市緑ケ丘中町・みどりがおかなかまち

　　５１８-０８３７・三重県伊賀市緑ケ丘西町・みどりがおかにしまち

　　５１８-０８３３・三重県伊賀市緑ケ丘東町・みどりがおかひがしまち

　　５１８-０８３６・三重県伊賀市緑ケ丘本町・みどりがおかほんまち

　　５１８-０８３５・三重県伊賀市緑ケ丘南町・みどりがおかみなみまち

　　５１８-１４２１・三重県伊賀市真泥・みどろ

　　５１８-０２０２・三重県伊賀市妙楽地・みようらくじ

　　５１８-０８２４・三重県伊賀市守田町・もりたちよう

　　５１８-０１２６・三重県伊賀市森寺・もりでら

　　５１８-０２１３・三重県伊賀市諸木・もろき

　　５１８-００１６・三重県伊賀市山神・やがみ

　　５１８-１１４５・三重県伊賀市安場・やすはﾞ

　　５１９-１４２１・三重県伊賀市山畑・やはﾞた

　　５１８-０８４４・三重県伊賀市八幡町・やはたちよう

　　５１８-０１２７・三重県伊賀市山出・やまで

　　５１８-１３０６・三重県伊賀市湯舟・ゆぶね

　　５１８-０１３１・三重県伊賀市ゆめが丘・ゆめがおか

　　５１８-１１４６・三重県伊賀市湯屋谷・ゆやだに

　　５１８-０８４０・三重県伊賀市陽光台・ようこうだい

　　５１８-１１５２・三重県伊賀市予野・よの

　　４９８-００００・三重県桑名郡木曽岬町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　４９８-０８０３・三重県桑名郡木曽岬町和泉・いずみ

　　４９８-０８０８・三重県桑名郡木曽岬町近江島・おうみじま

　　４９８-０８２３・三重県桑名郡木曽岬町和富・かずとみ

　　４９８-０８０１・三重県桑名郡木曽岬町加路戸・かろと

　　４９８-０８１０・三重県桑名郡木曽岬町川先・かわさき

　　４９８-０８１８・三重県桑名郡木曽岬町雁ケ地・がんがじ

　　４９８-０８０２・三重県桑名郡木曽岬町見入・けんにゆう



　　４９８-０８２２・三重県桑名郡木曽岬町見入流作・けんにゆうりゆうさく

　　４９８-０８１６・三重県桑名郡木曽岬町源緑輪中・げんろくわじゆう

　　４９８-０８０４・三重県桑名郡木曽岬町小和泉・こいずみ

　　４９８-０８０５・三重県桑名郡木曽岬町小林・ こはﾞやじ

　　４９８-０８１１・三重県桑名郡木曽岬町栄・さかえ

　　４９８-０８２１・三重県桑名郡木曽岬町新加路戸・しんかろと

　　４９８-０８２４・三重県桑名郡木曽岬町新輪・しんわ

　　４９８-０８０６・三重県桑名郡木曽岬町外平喜・そとびらき

　　４９８-０８１９・三重県桑名郡木曽岬町田代・たしろ

　　４９８-０８１３・三重県桑名郡木曽岬町富田子・とみたね

　　４９８-０８１２・三重県桑名郡木曽岬町中和泉・なかいずみ

　　４９８-０８０７・三重県桑名郡木曽岬町西対海地・にしたいがんじ

　　４９８-０８１５・三重県桑名郡木曽岬町白鷺・はくろ

　　４９８-０８１７・三重県桑名郡木曽岬町松永・まつなが

　　４９８-０８１４・三重県桑名郡木曽岬町三崎・みさき

　　５１１-０２００・三重県員弁郡東員町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５１１-０２４３・三重県員弁郡東員町穴太・あのう

　　５１１-０２４４・三重県員弁郡東員町大木・おおき

　　５１１-０２５７・三重県員弁郡東員町北大社・きたおおやしろ

　　５１１-０２５１・三重県員弁郡東員町北山田・きたやまだ

　　５１１-０２３２・三重県員弁郡東員町笹尾東・ ささおひがじ

　　５１１-０２３１・三重県員弁郡東員町笹尾西・ ささおにじ

　　５１１-０２３３・三重県員弁郡東員町城山・しろやま

　　５１１-０２５２・三重県員弁郡東員町瀬古泉・せこいずみ

　　５１１-０２５３・三重県員弁郡東員町筑紫・ つくじ

　　５１１-０２４１・三重県員弁郡東員町鳥取・とつとり

　　５１１-０２５４・三重県員弁郡東員町中上・なかがみ

　　５１１-０２５５・三重県員弁郡東員町長深・ながふけ

　　５１１-０２４５・三重県員弁郡東員町八幡新田・はちまんしんでん

　　５１１-０２５６・三重県員弁郡東員町南大社・みなみおおやしろ

　　５１１-０２５１・三重県員弁郡東員町山田・やまだ

　　５１１-０２４２・三重県員弁郡東員町六把野新田・ろつはﾟのしんでん

　　５１０-１２００・三重県三重郡菰野町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５１０-１２２１・三重県三重郡菰野町池底・いけぞこ

　　５１０-１２５３・三重県三重郡菰野町潤田・うるだ

　　５１０-１２２２・三重県三重郡菰野町大強原・おおごはら

　　５１０-１２４６・三重県三重郡菰野町大羽根園青葉町・おおはﾞねえんあおはﾞちよう

　　５１０-１２４３・三重県三重郡菰野町大羽根園呉竹町・おおはﾞねえんくれたけちよう

　　５１０-１２４２・三重県三重郡菰野町大羽根園柴垣町・おおはﾞねえんしはﾞがきちよう

　　５１０-１２４１・三重県三重郡菰野町大羽根園新林町・おおはﾞねえんしんはﾞやしちよう

　　５１０-１２４４・三重県三重郡菰野町大羽根園並木通・おおはﾞねえんなみきどおり

　　５１０-１２４５・三重県三重郡菰野町大羽根園松ケ枝町・おおはﾞねえんまつがえちよう

　　５１０-１３２３・三重県三重郡菰野町小島・おじま

　　５１０-１２５２・三重県三重郡菰野町音羽・おとわ

　　５１０-１２３１・三重県三重郡菰野町神森・かもり

　　５１０-１２２４・三重県三重郡菰野町川北・かわきた

　　５１０-１３２８・三重県三重郡菰野町切畑・きりはた

　　５１０-１２３３・三重県三重郡菰野町菰野・こもの

　　５１０-１３２５・三重県三重郡菰野町榊・さかき

　　５１０-１２２５・三重県三重郡菰野町下村・しもむら

　　５１０-１２３２・三重県三重郡菰野町宿野・しゆくの

　　５１０-１３２６・三重県三重郡菰野町杉谷・すぎたに

　　５１０-１２２３・三重県三重郡菰野町諏訪・すわ

　　５１０-１３２１・三重県三重郡菰野町田口・たぐち

　　５１０-１３２２・三重県三重郡菰野町田口新田・たぐちしんでん

　　５１０-１３１２・三重県三重郡菰野町竹成・たけなり

　　５１０-１３２４・三重県三重郡菰野町田光・たびか

　　５１０-１２５１・三重県三重郡菰野町千草・ちくさ

　　５１０-１３１１・三重県三重郡菰野町永井・ながい

　　５１０-１３２７・三重県三重郡菰野町根の平・ねのひら

　　５１０-１２３６・三重県三重郡菰野町初若の郷・はつわかのさと

　　５１０-１２３４・三重県三重郡菰野町福村・ふくむら

　　５１０-１２３５・三重県三重郡菰野町宝永台・ほうえいだい

　　５１０-１２２６・三重県三重郡菰野町吉沢・よしざわ

　　５１０-００００・三重県三重郡朝日町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５１０-８１０４・三重県三重郡朝日町埋縄・うずなわ

　　５１０-８１０２・三重県三重郡朝日町小向・おぶけ

　　５１０-８１０３・三重県三重郡朝日町柿・かき

　　５１０-８１０５・三重県三重郡朝日町向陽台・こうようだい

　　５１０-８１０７・三重県三重郡朝日町白梅の丘西・ しらうめのおかにじ



　　５１０-８１０６・三重県三重郡朝日町白梅の丘東・ しらうめのおかひがじ

　　５１０-８１０１・三重県三重郡朝日町縄生・なお

　　５１０-００００・三重県三重郡川越町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５１０-８１１３・三重県三重郡川越町亀尾新田・かめおしんでん

　　５１０-８１１４・三重県三重郡川越町亀崎新田・かめざきしんでん

　　５１０-８１１２・三重県三重郡川越町亀須新田・かめずしんでん

　　５１０-８１２５・三重県三重郡川越町北福崎・きたふくさき

　　５１０-８１２１・三重県三重郡川越町高松・たかまつ

　　５１０-８１１１・三重県三重郡川越町当新田・とうしんでん

　　５１０-８１２２・三重県三重郡川越町豊田・とよだ

　　５１０-８１２３・三重県三重郡川越町豊田一色・とよだいつしき

　　５１０-８１２４・三重県三重郡川越町南福崎・みなみふくさき

　　５１９-２１００・三重県多気郡多気町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５１９-２１５１・三重県多気郡多気町朝長・あさおさ

　　５１９-２２１５・三重県多気郡多気町朝柄・あさがら

　　５１９-２１５８・三重県多気郡多気町荒蒔・あらまき

　　５１９-２１８６・三重県多気郡多気町井内林・ いのうちはﾞやじ

　　５１９-２１５９・三重県多気郡多気町兄国・えくに

　　５１９-２１８１・三重県多気郡多気町相可・おうか

　　５１９-２１６７・三重県多気郡多気町相鹿瀬・おうかせ

　　５１９-２１８２・三重県多気郡多気町相可台・おうかだい

　　５１９-２１５２・三重県多気郡多気町弟国・おうぐに

　　５１９-２１６２・三重県多気郡多気町笠木・かさぎ

　　５１９-２２０３・三重県多気郡多気町片野・かたの

　　５１９-２２０１・三重県多気郡多気町上出江・かみいずえ

　　５１９-２２１４・三重県多気郡多気町車川・くるまがわ

　　５１９-２１８７・三重県多気郡多気町鍬形・くわがた

　　５１９-２１７７・三重県多気郡多気町神坂・こうざか

　　５１９-２１５３・三重県多気郡多気町河田・こうだ

　　５１９-２１７４・三重県多気郡多気町五桂・ごかつら

　　５１９-２１５７・三重県多気郡多気町五佐奈・ごさな

　　５１９-２１８５・三重県多気郡多気町佐伯中・さえきなか

　　５１９-２１８４・三重県多気郡多気町三疋田・さんびきだ

　　５１９-２２１２・三重県多気郡多気町色太・しきふと

　　５１９-２１７２・三重県多気郡多気町四神田・しこうだ

　　５１９-２１８３・三重県多気郡多気町四疋田・しひきだ

　　５１９-２２０２・三重県多気郡多気町下出江・しもいずえ

　　５１９-２１５４・三重県多気郡多気町多気・たき

　　５１９-２１６５・三重県多気郡多気町田中・たなか

　　５１９-２２１３・三重県多気郡多気町土屋・つちや

　　５１９-２１８９・三重県多気郡多気町津留・つる

　　５１９-２１６１・三重県多気郡多気町土羽・とはﾞ

　　５１９-２２１１・三重県多気郡多気町丹生・にう

　　５１９-２１５６・三重県多気郡多気町西池上・にしいけべ

　　５１９-２１７１・三重県多気郡多気町西山・にしやま

　　５１９-２１７９・三重県多気郡多気町仁田・にた

　　５１９-２１６６・三重県多気郡多気町野中・のなか

　　５１９-２１７６・三重県多気郡多気町長谷・はせ

　　５１９-２２０４・三重県多気郡多気町波多瀬・はたせ

　　５１９-２１５５・三重県多気郡多気町東池上・ひがしいけべ

　　５１９-２１７０・三重県多気郡多気町ヴィソン・うﾞいそん

　　５１９-２１７８・三重県多気郡多気町平谷・ひらだに

　　５１９-２２１６・三重県多気郡多気町古江・ふるえ

　　５１９-２１７５・三重県多気郡多気町前村・まえむら

　　５１９-２１８８・三重県多気郡多気町牧・まき

　　５１９-２１６４・三重県多気郡多気町森荘・もりしよう

　　５１９-２１６３・三重県多気郡多気町矢田・やた

　　５１９-２１７３・三重県多気郡多気町油夫・ゆぶ

　　５１５-０３００・三重県多気郡明和町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５１５-０３１７・三重県多気郡明和町池村・いけむら

　　５１５-０３１２・三重県多気郡明和町上野・うえの

　　５１５-０３２２・三重県多気郡明和町上村・うえむら

　　５１５-０３１６・三重県多気郡明和町有爾中・うになか

　　５１５-０３３２・三重県多気郡明和町馬之上・うまのうえ

　　５１５-０３０１・三重県多気郡明和町大堀川新田・おおほりかわしんでん

　　５１５-０３０２・三重県多気郡明和町大淀・おおよど

　　５１５-０３４９・三重県多気郡明和町川尻・かわしり

　　５１５-０３４１・三重県多気郡明和町北藤原・きたふじわら

　　５１５-０３２４・三重県多気郡明和町金剛坂・こんごうざか

　　５１５-０３２１・三重県多気郡明和町斎宮・さいくう



　　５１５-０３３３・三重県多気郡明和町坂本・さかもと

　　５１５-０３３１・三重県多気郡明和町佐田・さた

　　５１５-０３４７・三重県多気郡明和町志貴・しき

　　５１５-０３１４・三重県多気郡明和町新茶屋・しんちやや

　　５１５-０３２５・三重県多気郡明和町竹川・たけがわ

　　５１５-０３４５・三重県多気郡明和町田屋・たや

　　５１５-０３４３・三重県多気郡明和町内座・ないざ

　　５１５-０３４８・三重県多気郡明和町中村・なかむら

　　５１５-０３３４・三重県多気郡明和町中海・なこみ

　　５１５-０３５３・三重県多気郡明和町根倉・ねぐら

　　５１５-０３５１・三重県多気郡明和町浜田・はまだ

　　５１５-０３１１・三重県多気郡明和町平尾・ひらお

　　５１５-０３４６・三重県多気郡明和町前野・まえの

　　５１５-０３４２・三重県多気郡明和町南藤原・みなみふじわら

　　５１５-０３１５・三重県多気郡明和町蓑村・みのむら

　　５１５-０３１３・三重県多気郡明和町明星・みようじよう

　　５１５-０３５２・三重県多気郡明和町八木戸・やきど

　　５１５-０３０３・三重県多気郡明和町山大淀・やまおおよど

　　５１５-０３５４・三重県多気郡明和町行部・ゆくべ

　　５１５-０３４４・三重県多気郡明和町養川・ようかわ

　　５１５-０３２３・三重県多気郡明和町岩内・ようち

　　５１９-２４００・三重県多気郡大台町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５１９-２４２８・三重県多気郡大台町粟生・あお

　　５１９-２５０６・三重県多気郡大台町天ケ瀬・あまがせ

　　５１９-２６３１・三重県多気郡大台町岩井・いわい

　　５１９-２５０５・三重県多気郡大台町江馬・えま

　　５１９-２５１８・三重県多気郡大台町大井・おおい

　　５１９-２４１３・三重県多気郡大台町大ケ所・おおがしよ

　　５１９-２６３４・三重県多気郡大台町大杉・おおすぎ

　　５１９-２５２２・三重県多気郡大台町御棟・おむなぎ

　　５１９-２４２７・三重県多気郡大台町上楠・かみくす

　　５１９-２４１１・三重県多気郡大台町上菅・かみすが

　　５１９-２４２５・三重県多気郡大台町神瀬・かみぜ

　　５１９-２５０２・三重県多気郡大台町上真手・かみまて

　　５１９-２４０３・三重県多気郡大台町上三瀬・かみみせ

　　５１９-２５１６・三重県多気郡大台町唐櫃・からと

　　５１９-２４１２・三重県多気郡大台町川合・かわい

　　５１９-２６３２・三重県多気郡大台町桧原・きそはら

　　５１９-２５１２・三重県多気郡大台町清滝・きよたき

　　５１９-２６３３・三重県多気郡大台町久豆・くず

　　５１９-２５１５・三重県多気郡大台町熊内・くもち

　　５１９-２５０７・三重県多気郡大台町栗谷・くりだに

　　５１９-２５２４・三重県多気郡大台町神滝・こうたき

　　５１９-２５０４・三重県多気郡大台町小切畑・こぎりはた

　　５１９-２５２３・三重県多気郡大台町小滝・こたき

　　５１９-２４０４・三重県多気郡大台町佐原・さわら

　　５１９-２４２６・三重県多気郡大台町下楠・しもくす

　　５１９-２４１２・三重県多気郡大台町下菅・しもすが

　　５１９-２５０１・三重県多気郡大台町下真手・しもまて

　　５１９-２４０２・三重県多気郡大台町下三瀬・しもみせ

　　５１９-２４２３・三重県多気郡大台町新田・しんでん

　　５１９-２４１２・三重県多気郡大台町菅合・すがあい

　　５１９-２５１１・三重県多気郡大台町菅木屋・すがごや

　　５１９-２４２１・三重県多気郡大台町千代・せんだい

　　５１９-２５１３・三重県多気郡大台町薗・その

　　５１９-２４２９・三重県多気郡大台町高奈・たかな

　　５１９-２４１２・三重県多気郡大台町滝広・たきひろ

　　５１９-２５２５・三重県多気郡大台町滝谷・たきや

　　５１９-２４２４・三重県多気郡大台町栃原・とちはら

　　５１９-２４０１・三重県多気郡大台町長ケ・なが

　　５１９-２５０３・三重県多気郡大台町本田木屋・ほんだごや

　　５１９-２５１７・三重県多気郡大台町南・みなみ

　　５１９-２５２１・三重県多気郡大台町明豆・みようず

　　５１９-２５１４・三重県多気郡大台町茂原・もはﾞら

　　５１９-２４０５・三重県多気郡大台町弥起井・やきい

　　５１９-２４２２・三重県多気郡大台町柳原・やなぎはら

　　５１９-０４００・三重県度会郡玉城町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５１９-０４０３・三重県度会郡玉城町井倉・いぐら

　　５１９-０４２５・三重県度会郡玉城町岩出・いわで

　　５１９-０４２８・三重県度会郡玉城町岡出・おかで



　　５１９-０４０６・三重県度会郡玉城町岡村・おかむら

　　５１９-０４２２・三重県度会郡玉城町小社曽根・おごそそね

　　５１９-０４３３・三重県度会郡玉城町勝田・かつた

　　５１９-０４３１・三重県度会郡玉城町蚊野・かの

　　５１９-０４１７・三重県度会郡玉城町上田辺・かみたぬい

　　５１９-０４１１・三重県度会郡玉城町久保・くほﾞ

　　５１９-０４０８・三重県度会郡玉城町坂本・さかもと

　　５１９-０４１４・三重県度会郡玉城町佐田・さた

　　５１９-０４１６・三重県度会郡玉城町下田辺・しもたぬい

　　５１９-０４０１・三重県度会郡玉城町世古・せこ

　　５１９-０４０７・三重県度会郡玉城町玉川・たまがわ

　　５１９-０４１５・三重県度会郡玉城町田丸・たまる

　　５１９-０４３４・三重県度会郡玉城町田宮寺・たみやじ

　　５１９-０４１２・三重県度会郡玉城町中楽・ちゆうらく

　　５１９-０４３７・三重県度会郡玉城町積良・つむろ

　　５１９-０４２１・三重県度会郡玉城町冨岡・とみおか

　　５１９-０４２６・三重県度会郡玉城町中角・なかつの

　　５１９-０４０４・三重県度会郡玉城町長更・ながふけ

　　５１９-０４３２・三重県度会郡玉城町野篠・のじの

　　５１９-０４３８・三重県度会郡玉城町原・はら

　　５１９-０４０５・三重県度会郡玉城町日向・ひゆうが

　　５１９-０４２３・三重県度会郡玉城町昼田・ひるだ

　　５１９-０４２７・三重県度会郡玉城町宮古・みやこ

　　５１９-０４１３・三重県度会郡玉城町妙法寺・みようほうじ

　　５１９-０４０２・三重県度会郡玉城町門前・もんぜん

　　５１９-０４３５・三重県度会郡玉城町矢野・やの

　　５１９-０４２４・三重県度会郡玉城町山岡・やまおか

　　５１９-０４３６・三重県度会郡玉城町山神・やまかみ

　　５１６-２１００・三重県度会郡度会町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５１６-１２４２・三重県度会郡度会町市場・いちはﾞ

　　５１６-２１０６・三重県度会郡度会町大久保・おおくほﾞ

　　５１６-２１０２・三重県度会郡度会町大野木・おおのき

　　５１６-１２３６・三重県度会郡度会町小川・おがわ

　　５１６-２１１２・三重県度会郡度会町上久具・かみくぐ

　　５１６-１２４５・三重県度会郡度会町川上・かわかみ

　　５１６-１２３１・三重県度会郡度会町川口・かわぐち

　　５１６-２１０１・三重県度会郡度会町葛原・くずわら

　　５１６-１２３２・三重県度会郡度会町栗原・くりはら

　　５１６-１２３７・三重県度会郡度会町五ケ町・ごかのちよう

　　５１６-１２４７・三重県度会郡度会町小萩・こはぎ

　　５１６-１２３５・三重県度会郡度会町駒ケ野・こまがの

　　５１６-２１１６・三重県度会郡度会町坂井・さかい

　　５１６-２１１９・三重県度会郡度会町注連指・しめさす

　　５１６-２１１１・三重県度会郡度会町下久具・しもくぐ

　　５１６-２１１８・三重県度会郡度会町田口・たぐち

　　５１６-２１０７・三重県度会郡度会町立岡・たちおか

　　５１６-２１０３・三重県度会郡度会町棚橋・ たなはじ

　　５１６-２１１３・三重県度会郡度会町田間・たま

　　５１６-２１１４・三重県度会郡度会町当津・とうつﾞ

　　５１６-１２３８・三重県度会郡度会町中之郷・なかのごう

　　５１６-２１１５・三重県度会郡度会町長原・ながわら

　　５１６-２１０８・三重県度会郡度会町鮠川・はいかわ

　　５１６-１２３４・三重県度会郡度会町火打石・ ひうちいじ

　　５１６-１２３３・三重県度会郡度会町日向・ひなた

　　５１６-２１０５・三重県度会郡度会町平生・ひろお

　　５１６-２１１７・三重県度会郡度会町麻加江・まかえ

　　５１６-２１０４・三重県度会郡度会町牧戸・まきど

　　５１６-１２４４・三重県度会郡度会町南中村・みなみなかむら

　　５１６-１２４１・三重県度会郡度会町柳・やなぎ

　　５１６-１２４３・三重県度会郡度会町和井野・わいの

　　５１６-１２４６・三重県度会郡度会町脇出・わきで

　　５１９-２７００・三重県度会郡大紀町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５１９-２７０４・三重県度会郡大紀町阿曽・あそ

　　５１９-２７３６・三重県度会郡大紀町打見・うちみ

　　５１９-２７３４・三重県度会郡大紀町永会・えいかい

　　５１９-３１１１・三重県度会郡大紀町大内山・おおうちやま

　　５１９-２８０１・三重県度会郡大紀町柏野・かしわの

　　５１９-２７３３・三重県度会郡大紀町金輪・かなわ

　　５１９-２７３５・三重県度会郡大紀町神原・このはら

　　５１９-２８０２・三重県度会郡大紀町崎・さき



　　５１９-２７０３・三重県度会郡大紀町滝原・たきはら

　　５１９-２９１１・三重県度会郡大紀町錦・にしき

　　５１９-２７３２・三重県度会郡大紀町野添・のぞえ

　　５１９-２７３１・三重県度会郡大紀町野原・のわら

　　５１９-２７０１・三重県度会郡大紀町船木・ふなき

　　５１９-２７０２・三重県度会郡大紀町三瀬川・みせがわ

　　５１６-０１００・三重県度会郡南伊勢町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５１６-１３０５・三重県度会郡南伊勢町阿曽浦・あそうら

　　５１６-０１０３・三重県度会郡南伊勢町泉・いずみ

　　５１６-０１１２・三重県度会郡南伊勢町伊勢路・いせじ

　　５１６-０１１８・三重県度会郡南伊勢町相賀浦・おうかうら

　　５１６-１３０２・三重県度会郡南伊勢町大江・おおえ

　　５１６-１３０４・三重県度会郡南伊勢町大方竈・おおかたがま

　　５１６-１５３２・三重県度会郡南伊勢町小方竈・おがたがま

　　５１６-０１１５・三重県度会郡南伊勢町押渕・おしぶち

　　５１６-１４２２・三重県度会郡南伊勢町神前浦・かみさきうら

　　５１６-０１０６・三重県度会郡南伊勢町木谷・きだに

　　５１６-０１０２・三重県度会郡南伊勢町切原・きりはら

　　５１６-１４２１・三重県度会郡南伊勢町河内・こうち

　　５１６-０１０１・三重県度会郡南伊勢町五ケ所浦・ごかしようら

　　５１６-１５３４・三重県度会郡南伊勢町古和浦・こわうら

　　５１６-０１０４・三重県度会郡南伊勢町神津佐・こんさ

　　５１６-０１１３・三重県度会郡南伊勢町斎田・さいた

　　５１６-０１１７・三重県度会郡南伊勢町礫浦・さざらうら

　　５１６-１５３６・三重県度会郡南伊勢町新桑竈・さらくわがま

　　５１６-０１０５・三重県度会郡南伊勢町下津浦・しもつうら

　　５１６-０２２１・三重県度会郡南伊勢町宿浦・しゆくうら

　　５１６-１３０６・三重県度会郡南伊勢町慥柄浦・たしからうら

　　５１６-０２２２・三重県度会郡南伊勢町田曽浦・たそうら

　　５１６-１５３５・三重県度会郡南伊勢町棚橋竈・たなはしがま

　　５１６-１３０９・三重県度会郡南伊勢町東宮・とうぐう

　　５１６-１５３３・三重県度会郡南伊勢町栃木竈・とちのきがま

　　５１６-０１１１・三重県度会郡南伊勢町内瀬・ないぜ

　　５１６-０１０８・三重県度会郡南伊勢町中津浜浦・なかつはまうら

　　５１６-１３０８・三重県度会郡南伊勢町奈屋浦・なやうら

　　５１６-１３０７・三重県度会郡南伊勢町贄浦・にえうら

　　５１６-０１１６・三重県度会郡南伊勢町迫間浦・はさまうら

　　５１６-０１１４・三重県度会郡南伊勢町始神・はじかみ

　　５１６-０１０７・三重県度会郡南伊勢町飯満・はんま

　　５１６-０１０９・三重県度会郡南伊勢町船越・ ふなこじ

　　５１６-１５３１・三重県度会郡南伊勢町方座浦・ほうざうら

　　５１６-１３０１・三重県度会郡南伊勢町道方・みちかた

　　５１６-１３０３・三重県度会郡南伊勢町道行竈・みちゆくがま

　　５１６-１４２３・三重県度会郡南伊勢町村山・むらやま

　　５１９-３４００・三重県北牟婁郡紀北町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５１９-３４０６・三重県北牟婁郡紀北町相賀・あいが

　　５１９-３４０１・三重県北牟婁郡紀北町馬瀬・うまぜ

　　５１９-３４１４・三重県北牟婁郡紀北町小浦・おうら

　　５１９-３２０２・三重県北牟婁郡紀北町大原・おおはら

　　５１９-３４０７・三重県北牟婁郡紀北町小山浦・おやまうら

　　５１９-３２０６・三重県北牟婁郡紀北町海野・かいの

　　５１９-３４０３・三重県北牟婁郡紀北町上里・かみざと

　　５１９-３４０２・三重県北牟婁郡紀北町河内・こうち

　　５１９-３４１２・三重県北牟婁郡紀北町島勝浦・しまかつうら

　　５１９-３２０３・三重県北牟婁郡紀北町島原・しまはﾞら

　　５１９-３２０１・三重県北牟婁郡紀北町十須・じゆうす

　　５１９-３４１１・三重県北牟婁郡紀北町白浦・しろうら

　　５１９-３２０７・三重県北牟婁郡紀北町道瀬・どうぜ

　　５１９-３４０４・三重県北牟婁郡紀北町中里・なかざと

　　５１９-３２０５・三重県北牟婁郡紀北町長島・ながしま

　　５１９-３２０４・三重県北牟婁郡紀北町東長島・ひがしながしま

　　５１９-３４１３・三重県北牟婁郡紀北町引本浦・ひきもとうら

　　５１９-３４０８・三重県北牟婁郡紀北町便ノ山・びんのやま

　　５１９-３４０５・三重県北牟婁郡紀北町船津・ふなつ

　　５１９-３２０９・三重県北牟婁郡紀北町古里・ふるさと

　　５１９-３２０８・三重県北牟婁郡紀北町三浦・みうら

　　５１９-３４１５・三重県北牟婁郡紀北町矢口浦・やぐちうら

　　５１９-５２００・三重県南牟婁郡御浜町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５１９-５２０４・三重県南牟婁郡御浜町阿田和・あたわ

　　５１９-５２０４・三重県南牟婁郡御浜町阿田和（平見）・あたわ(ひらみ)



　　５１９-５３２２・三重県南牟婁郡御浜町上野・うわの

　　５１９-５２０６・三重県南牟婁郡御浜町柿原・かきはら

　　５１９-５３２５・三重県南牟婁郡御浜町片川・かたかわ

　　５１９-５２１１・三重県南牟婁郡御浜町上市木・かみいちぎ

　　５１９-５３２７・三重県南牟婁郡御浜町川瀬・かわせ

　　５１９-５３２６・三重県南牟婁郡御浜町栗須・くるす

　　５１９-５２０１・三重県南牟婁郡御浜町神木・こうのぎ

　　５１９-５３２１・三重県南牟婁郡御浜町阪本・さかもと

　　５１９-５２０３・三重県南牟婁郡御浜町下市木・しもいちぎ

　　５１９-５２０２・三重県南牟婁郡御浜町志原・しわら

　　５１９-５３２４・三重県南牟婁郡御浜町中立・なかだち

　　５１９-５３２３・三重県南牟婁郡御浜町西原・にしのはら

　　５１９-５２０３・三重県南牟婁郡御浜町萩内・はぎうち

　　５１９-５２０５・三重県南牟婁郡御浜町引作・ひきつくり

　　５１９-５２０４・三重県南牟婁郡御浜町山地・やまちﾞ

　　５１９-５７００・三重県南牟婁郡紀宝町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５１９-５７１８・三重県南牟婁郡紀宝町浅里・あさり

　　５１９-５７１１・三重県南牟婁郡紀宝町井田・いだ

　　５１９-５８３４・三重県南牟婁郡紀宝町井内・いない

　　５１９-５７０１・三重県南牟婁郡紀宝町鵜殿・うどの

　　５１９-５８３５・三重県南牟婁郡紀宝町大里・おおざと

　　５１９-５７１６・三重県南牟婁郡紀宝町北桧杖・きたひつﾞえ

　　５１９-５８３１・三重県南牟婁郡紀宝町桐原・きりはら

　　５１９-５７１２・三重県南牟婁郡紀宝町神内・こうのうち

　　５１９-５８３２・三重県南牟婁郡紀宝町阪松原・さかまつはﾞら

　　５１９-５７１７・三重県南牟婁郡紀宝町瀬原・せはﾞら

　　５１９-５７１５・三重県南牟婁郡紀宝町高岡・たかおか

　　５１９-５７１３・三重県南牟婁郡紀宝町成川・なるかわ

　　５１９-５８３３・三重県南牟婁郡紀宝町平尾井・ひらおい

　　５１９-５７１４・三重県南牟婁郡紀宝町鮒田・ふなだ




