
　　８８０-００００・宮崎県宮崎市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８８９-２１６２・宮崎県宮崎市青島・あおしま

　　８８９-２１６３・宮崎県宮崎市青島西・ あおしまにじ

　　８８０-０８４２・宮崎県宮崎市青葉町・あおはﾞちよう

　　８８０-０９１２・宮崎県宮崎市赤江・あかえ

　　８８０-０８０３・宮崎県宮崎市旭・あさひ

　　８８０-０８６４・宮崎県宮崎市吾妻町・あつﾞまちよう

　　８８０-２１０１・宮崎県宮崎市跡江・あとえ

　　８８０-２１０２・宮崎県宮崎市有田・ありた

　　８８０-０８３５・宮崎県宮崎市阿波岐原町・あわきがはらちよう

　　８８０-２１０３・宮崎県宮崎市生目・いきめ

　　８８０-０９４２・宮崎県宮崎市生目台東・ いきめだいひがじ

　　８８０-０９４３・宮崎県宮崎市生目台西・ いきめだいにじ

　　８８０-００４１・宮崎県宮崎市池内町・いけうちちよう

　　８８０-０８５４・宮崎県宮崎市一の宮町・いちのみやちよう

　　８８０-２２３１・宮崎県宮崎市糸原・いとはﾞる

　　８８０-２１０４・宮崎県宮崎市浮田・うきた

　　８８０-０８２１・宮崎県宮崎市浮城町・うきのじようちよう

　　８８９-２３０１・宮崎県宮崎市内海・うちうみ

　　８８０-０３４４・宮崎県宮崎市瓜生野（下畑）・うりゆうの(しもはた)

　　８８０-００４４・宮崎県宮崎市瓜生野（その他）・うりゆうの(そのた)

　　８８０-０８７２・宮崎県宮崎市永楽町・えいらくちよう

　　８８０-０８１４・宮崎県宮崎市江平中町・えひらなかまち

　　８８０-０８１７・宮崎県宮崎市江平東町・えひらひがしまち

　　８８０-０８１６・宮崎県宮崎市江平東・ えひらひがじ

　　８８０-００５１・宮崎県宮崎市江平西・ えひらにじ

　　８８０-０８１５・宮崎県宮崎市江平町・えひらちよう

　　８８０-０８０１・宮崎県宮崎市老松・おいまつ

　　８８０-０８２４・宮崎県宮崎市大島町・おおしまちよう

　　８８０-０３４５・宮崎県宮崎市大瀬町（上畑）・おおせまち(かみはた)

　　８８０-００４５・宮崎県宮崎市大瀬町（その他）・おおせまち(そのた)

　　８８０-０９０３・宮崎県宮崎市太田・おおた

　　８８０-０９５２・宮崎県宮崎市大塚台東・ おおつかだいひがじ

　　８８０-２１０５・宮崎県宮崎市大塚台西・ おおつかだいにじ

　　８８０-０９５１・宮崎県宮崎市大塚町・おおつかちよう

　　８８０-０９３３・宮崎県宮崎市大坪町・おおつほﾞちよう

　　８８０-０９３４・宮崎県宮崎市大坪東・ おおつほﾞひがじ

　　８８０-０９３２・宮崎県宮崎市大坪西・ おおつほﾞにじ

　　８８０-００２２・宮崎県宮崎市大橋・ おおはじ

　　８８０-０９０２・宮崎県宮崎市大淀・おおよど

　　８８０-０８５７・宮崎県宮崎市小戸町・おどちよう

　　８８９-２１６４・宮崎県宮崎市折生迫・おりうざこ

　　８８９-２１６１・宮崎県宮崎市加江田・かえだ

　　８８０-０９４７・宮崎県宮崎市薫る坂・かおるざか

　　８８９-２１５６・宮崎県宮崎市鏡洲・かがみず

　　８８９-２１５４・宮崎県宮崎市学園木花台桜・がくえんきはなだいさくら

　　８８９-２１５５・宮崎県宮崎市学園木花台西・ がくえんきはﾞなだいにじ

　　８８９-２１５３・宮崎県宮崎市学園木花台南・がくえんきはﾞなだいみなみ

　　８８９-２１５２・宮崎県宮崎市学園木花台北・がくえんきはﾞなだいきた

　　８８０-２１１１・宮崎県宮崎市柏原・かしわはﾞる

　　８８０-２２３４・宮崎県宮崎市金崎・かねざき

　　８８０-００４３・宮崎県宮崎市上北方・かみきたかた

　　８８０-００１１・宮崎県宮崎市上野町・かみのまち

　　８８０-０８６６・宮崎県宮崎市川原町・かわらまち

　　８８０-００２４・宮崎県宮崎市祇園・ぎおん

　　８８０-０９４１・宮崎県宮崎市北川内町・きたかわうちちよう

　　８８０-０８２３・宮崎県宮崎市北権現町・きたごんげんちよう

　　８８０-００１７・宮崎県宮崎市北高松町・きたたかまつちよう

　　８８０-０９２３・宮崎県宮崎市希望ケ丘・きほﾞうがおか

　　８８０-０９３７・宮崎県宮崎市京塚・きようつか

　　８８０-０９３８・宮崎県宮崎市京塚町・きようつﾞかちよう

　　８８９-１６０９・宮崎県宮崎市清武町あさひ・きよたけちようあさひ

　　８８９-１６０６・宮崎県宮崎市清武町池田台・きよたけちよういけだだい

　　８８９-１６０８・宮崎県宮崎市清武町池田台北・きよたけちよういけだだいきた

　　８８９-１６０２・宮崎県宮崎市清武町今泉・きよたけちよういまいずみ

　　８８９-１６１２・宮崎県宮崎市清武町岡・きよたけちようおか

　　８８９-１６０７・宮崎県宮崎市清武町加納（丁目）・きよたけちようかのう

　　８８９-１６０５・宮崎県宮崎市清武町加納（)・きよたけちようかのう

　　８８９-１６０１・宮崎県宮崎市清武町木原・きよたけちようきはら

　　８８９-１６０３・宮崎県宮崎市清武町正手・きよたけちようしようで

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

http://tainak.jp


　　８８９-１６１１・宮崎県宮崎市清武町新町・きよたけちようしんまち

　　８８９-１６１３・宮崎県宮崎市清武町西新町・きよたけちようにししんまち

　　８８９-１６０４・宮崎県宮崎市清武町船引・きよたけちようふなひき

　　８８０-００３２・宮崎県宮崎市霧島・きりしま

　　８８０-０９２４・宮崎県宮崎市郡司分・ぐじぶん

　　８８９-２１５１・宮崎県宮崎市熊野・くまの

　　８８０-０９２７・宮崎県宮崎市源藤町・げんどうちよう

　　８８０-０９４４・宮崎県宮崎市江南・こうなん

　　８８０-２１１２・宮崎県宮崎市小松・こまつ

　　８８０-２１１３・宮崎県宮崎市小松台北町・こまつだいきたまち

　　８８０-０９５４・宮崎県宮崎市小松台西・ こまつだいにじ

　　８８０-０９５３・宮崎県宮崎市小松台東・ こまつだいひがじ

　　８８０-０９５６・宮崎県宮崎市小松台南町・こまつだいみなみまち

　　８８０-０８２２・宮崎県宮崎市権現町・ごんげんちよう

　　８８０-０９５５・宮崎県宮崎市桜ケ丘町・さくらがおかちよう

　　８８０-００５７・宮崎県宮崎市桜町・さくらまち

　　８８０-０２１３・宮崎県宮崎市佐土原町石崎・さどわらちよういしざき

　　８８０-０３０１・宮崎県宮崎市佐土原町上田島・さどわらちようかみたじま

　　８８０-０２１１・宮崎県宮崎市佐土原町下田島・さどわらちようしもたじま

　　８８０-０２０４・宮崎県宮崎市佐土原町下富田・さどわらちようしもとんだ

　　８８０-０２１２・宮崎県宮崎市佐土原町下那珂・さどわらちようしもなか

　　８８０-０３０２・宮崎県宮崎市佐土原町西上那珂・さどわらちようにしかみなか

　　８８０-０３０３・宮崎県宮崎市佐土原町東上那珂・さどわらちようひがしかみなか

　　８８０-０２１４・宮崎県宮崎市佐土原町松小路・さどわらちようまつこうじ

　　８８０-０１２２・宮崎県宮崎市塩路・しおじ

　　８８０-０８６２・宮崎県宮崎市潮見町・しおみちよう

　　８８０-０１２１・宮崎県宮崎市島之内・しまのうち

　　８８０-００２１・宮崎県宮崎市清水・しみず

　　８８０-００３５・宮崎県宮崎市下北方町・しもきたかたまち

　　８８０-０８４３・宮崎県宮崎市下原町・しもはらちよう

　　８８０-０８３３・宮崎県宮崎市昭栄町・しようえいちよう

　　８８０-０９１７・宮崎県宮崎市城ケ崎・じようがさき

　　８８０-０８７６・宮崎県宮崎市浄土江町・じようどえちよう

　　８８０-０８７４・宮崎県宮崎市昭和町・しようわちよう

　　８８０-０８３１・宮崎県宮崎市新栄町・しんえいちよう

　　８８０-００５３・宮崎県宮崎市神宮・じんぐう

　　８８０-００３３・宮崎県宮崎市神宮西・ じんぐうにじ

　　８８０-００５６・宮崎県宮崎市神宮東・ じんぐうひがじ

　　８８０-００５４・宮崎県宮崎市神宮町・じんぐうちよう

　　８８０-０８４５・宮崎県宮崎市新城町・しんじようちよう

　　８８０-０８３４・宮崎県宮崎市新別府町・しんべつふﾟちよう

　　８８０-００１２・宮崎県宮崎市末広・すえひろ

　　８８０-０８６７・宮崎県宮崎市瀬頭・せがしら

　　８８０-０８６８・宮崎県宮崎市瀬頭町・せがしらちよう

　　８８０-０８７５・宮崎県宮崎市曽師町・そしちよう

　　８８０-０８７１・宮崎県宮崎市大王町・だいおうちよう

　　８８０-００１５・宮崎県宮崎市大工・だいく

　　８８０-２２２４・宮崎県宮崎市高岡町飯田・たかおかちよういいだ

　　８８０-２２２１・宮崎県宮崎市高岡町内山（１～３２１４)・たかおかちよううちやま

　　８８０-２３２１・宮崎県宮崎市高岡町内山（その他）・たかおかちよううちやま(そのた)

　　８８０-２２２３・宮崎県宮崎市高岡町浦之名（２７９３～４３８９)・たかおかちよううらのみよう

　　８８０-２３２３・宮崎県宮崎市高岡町浦之名（その他）・たかおかちよううらのみよう(そのた)

　　８８０-２２１４・宮崎県宮崎市高岡町小山田・たかおかちようおやまだ

　　８８９-１７１３・宮崎県宮崎市高岡町上倉永（１２０６～１２６）・かみくらなが、うちのやえ)

　　８８９-１７１３・宮崎県宮崎市高岡町上倉永（内の八重）・かみくらなが、うちのやえ)

　　８８０-２２１３・宮崎県宮崎市高岡町上倉永（その他）・たかおかちようかみくらなが(そのた)

　　８８０-２３２５・宮崎県宮崎市高岡町紙屋・たかおかちようかみや

　　８８０-２２２２・宮崎県宮崎市高岡町五町（１～３１３７)・たかおかちようごちよう(１-３１３７)

　　８８０-２３２２・宮崎県宮崎市高岡町五町（その他）・たかおかちようごちよう(そのた)

　　８８０-２２１２・宮崎県宮崎市高岡町下倉永・たかおかちようしもくらなが

　　８８０-２２１５・宮崎県宮崎市高岡町高浜・たかおかちようたかはま

　　８８０-２２１１・宮崎県宮崎市高岡町花見・たかおかちようはなみ

　　８８０-０８５２・宮崎県宮崎市高洲町・たかすちよう

　　８８０-０８１２・宮崎県宮崎市高千穂通・たかちほどおり

　　８８０-０００３・宮崎県宮崎市高松町・たかまつちよう

　　８８０-０８５５・宮崎県宮崎市田代町・たしろちよう

　　８８０-０００１・宮崎県宮崎市橘通西・ たちはﾞなどおりにじ

　　８８０-０８０５・宮崎県宮崎市橘通東・ たちはﾞなどおりひがじ

　　８８０-０９０８・宮崎県宮崎市谷川・たにがわ

　　８８０-０９０９・宮崎県宮崎市谷川町・たにがわちよう



　　８８９-１７０３・宮崎県宮崎市田野町あけぼの・たのちようあけほﾞの

　　８８９-１７０２・宮崎県宮崎市田野町乙・たのちようおつ

　　８８９-１７０１・宮崎県宮崎市田野町甲・たのちようこう

　　８８９-１７０４・宮崎県宮崎市田野町南原・たのちようみなみはﾞる

　　８８０-０９１１・宮崎県宮崎市田吉・ たよじ

　　８８０-０００６・宮崎県宮崎市千草町・ちぐさちよう

　　８８０-０００２・宮崎県宮崎市中央通・ちゆうおうどおり

　　８８０-０９２６・宮崎県宮崎市月見ケ丘・つきみがおか

　　８８０-２２３２・宮崎県宮崎市堤内・つつみうち

　　８８０-０９１３・宮崎県宮崎市恒久（丁目）・つねひさ

　　８８０-０９１６・宮崎県宮崎市恒久（)・つねひさ

　　８８０-０９１５・宮崎県宮崎市恒久南・つねひさみなみ

　　８８０-００１４・宮崎県宮崎市鶴島・つるのしま

　　８８０-０８６１・宮崎県宮崎市出来島町・できじまちよう

　　８８０-０９３６・宮崎県宮崎市天満・てんまん

　　８８０-０９３５・宮崎県宮崎市天満町・てんまんちよう

　　８８０-０９２８・宮崎県宮崎市東宮・とうぐう

　　８８０-２１１４・宮崎県宮崎市富吉・ とみよじ

　　８８０-００２５・宮崎県宮崎市中津瀬町・なかつせちよう

　　８８０-０８５３・宮崎県宮崎市中西町・なかにしちよう

　　８８０-０９０４・宮崎県宮崎市中村東・ なかむらひがじ

　　８８０-０９０５・宮崎県宮崎市中村西・ なかむらにじ

　　８８０-２１１５・宮崎県宮崎市長嶺・ながみね

　　８８０-０８２６・宮崎県宮崎市波島・なみしま

　　８８０-０１２４・宮崎県宮崎市新名爪・にいなつﾞめ

　　８８０-００２７・宮崎県宮崎市西池町・にしいけちよう

　　８８０-０８１８・宮崎県宮崎市錦本町・にしきほんまち

　　８８０-０８１１・宮崎県宮崎市錦町・にしきまち

　　８８０-００１６・宮崎県宮崎市西高松町・にしたかまつちよう

　　８８０-００３６・宮崎県宮崎市花ケ島町・はながしまちよう

　　８８０-００２６・宮崎県宮崎市花殿町・はなどのちよう

　　８８０-０９３９・宮崎県宮崎市花山手西・ はなやまてにじ

　　８８０-０９３０・宮崎県宮崎市花山手東・ はなやまてひがじ

　　８８０-０００７・宮崎県宮崎市原町・はらまち

　　８８０-０８３２・宮崎県宮崎市稗原町・ひえはﾞるちよう

　　８８０-０８２５・宮崎県宮崎市東大宮・ひがしおおみや

　　８８０-０９０１・宮崎県宮崎市東大淀・ひがしおおよど

　　８８０-０８５６・宮崎県宮崎市日ノ出町・ひのでちよう

　　８８０-０８０６・宮崎県宮崎市広島・ひろしま

　　８８０-０１２５・宮崎県宮崎市広原・ひろはら

　　８８０-０９４６・宮崎県宮崎市福島町（丁目）・ふくしまちよう

　　８８０-０９４５・宮崎県宮崎市福島町（)・ふくしまちよう

　　８８０-００３１・宮崎県宮崎市船塚・ふなつか

　　８８０-０９３１・宮崎県宮崎市古城町・ふるじようちよう

　　８８０-００４６・宮崎県宮崎市平和が丘北町・へいわがおかきたまち

　　８８０-００４７・宮崎県宮崎市平和が丘西町・へいわがおかにしまち

　　８８０-００４２・宮崎県宮崎市平和が丘東町・へいわがおかひがしまち

　　８８０-０８０２・宮崎県宮崎市別府町・べつふﾟちよう

　　８８０-０１２３・宮崎県宮崎市芳士・ほうじ

　　８８９-１７１６・宮崎県宮崎市細江（平和）・ほそえ(へいわ)

　　８８０-２１１６・宮崎県宮崎市細江（その他）・ほそえ(そのた)

　　８８０-０８７３・宮崎県宮崎市堀川町・ほりかわちよう

　　８８０-０９２２・宮崎県宮崎市本郷・ほんごう

　　８８０-０９２５・宮崎県宮崎市本郷北方・ほんごうきたかた

　　８８０-０９２１・宮崎県宮崎市本郷南方・ほんごうみなみかた

　　８８０-０８６３・宮崎県宮崎市前原町・まえはﾞるちよう

　　８８０-００１３・宮崎県宮崎市松橋・ まつはﾞじ

　　８８０-０８６５・宮崎県宮崎市松山・まつやま

　　８８０-０９２９・宮崎県宮崎市まなび野・まなびの

　　８８０-０８１３・宮崎県宮崎市丸島町・まるしまちよう

　　８８０-００５２・宮崎県宮崎市丸山・まるやま

　　８８０-０８５８・宮崎県宮崎市港・みなと

　　８８０-０８５１・宮崎県宮崎市港東・ みなとひがじ

　　８８０-００３７・宮崎県宮崎市南方町・みなみかたちよう

　　８８０-０００５・宮崎県宮崎市南高松町・みなみたかまつちよう

　　８８０-００５５・宮崎県宮崎市南花ケ島町・みなみはながしまちよう

　　８８０-０９０６・宮崎県宮崎市南町・みなみまち

　　８８０-０８７９・宮崎県宮崎市宮崎駅東・ みやざきえきひがじ

　　８８０-０８０４・宮崎県宮崎市宮田町・みやたちよう

　　８８０-０９１４・宮崎県宮崎市宮の元町・みやのもとまち



　　８８０-０８７７・宮崎県宮崎市宮脇町・みやわきちよう

　　８８０-０８３７・宮崎県宮崎市村角町・むらすみちよう

　　８８０-０００４・宮崎県宮崎市元宮町・もとみやちよう

　　８８０-０８４４・宮崎県宮崎市柳丸町・やなぎまるちよう

　　８８０-００３４・宮崎県宮崎市矢の先町・やのさきちよう

　　８８０-０８３６・宮崎県宮崎市山崎町・やまさきちよう

　　８８０-０８７８・宮崎県宮崎市大和町・やまとちよう

　　８８０-２２３３・宮崎県宮崎市吉野・よしの

　　８８０-０８４１・宮崎県宮崎市吉村町・よしむらちよう

　　８８０-０９０７・宮崎県宮崎市淀川・よどがわ

　　８８０-００２３・宮崎県宮崎市和知川原・わちがわら

　　８８５-００００・宮崎県都城市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８８５-００３４・宮崎県都城市菖蒲原町・あやめはﾞるちよう

　　８８５-００４１・宮崎県都城市一万城町・いちまんじようちよう

　　８８５-００６４・宮崎県都城市今町・いままち

　　８８５-１１０１・宮崎県都城市岩満町・いわみつちよう

　　８８５-００１９・宮崎県都城市祝吉・ いわよじ

　　８８５-００１４・宮崎県都城市祝吉町・いわよしちよう

　　８８５-００６３・宮崎県都城市梅北町・うめきたちよう

　　８８５-００６２・宮崎県都城市大岩田町・おおいわだちよう

　　８８５-０１１２・宮崎県都城市乙房町・おとほﾞうちよう

　　８８５-００７４・宮崎県都城市甲斐元町・かいもとちよう

　　８８５-０１１１・宮崎県都城市菓子野町・かしのちよう

　　８８５-０００１・宮崎県都城市金田町・かなだちよう

　　８８５-００１２・宮崎県都城市上川東・ かみかわひがじ

　　８８５-１１０３・宮崎県都城市上水流町・かみずるちよう

　　８８５-００４２・宮崎県都城市上長飯町・かみながえちよう

　　８８５-００５３・宮崎県都城市上東町・かみひがしちよう

　　８８５-００７２・宮崎県都城市上町・かんまち

　　８８５-００２４・宮崎県都城市北原町・きたはらちよう

　　８８５-００８６・宮崎県都城市久保原町・くほﾞはﾞるちよう

　　８８５-００５１・宮崎県都城市蔵原町・くらはらちよう

　　８８５-００１８・宮崎県都城市郡元・こおりもと

　　８８５-００１３・宮崎県都城市郡元町・こおりもとちよう

　　８８５-００８４・宮崎県都城市五十町・ごじつちよう

　　８８５-００２２・宮崎県都城市小松原町・こまつはﾞらちよう

　　８８５-００２３・宮崎県都城市栄町・さかえまち

　　８８５-００９３・宮崎県都城市志比田町・しびたちよう

　　８８５-００１１・宮崎県都城市下川東・ しもかわひがじ

　　８８５-１１０２・宮崎県都城市下水流町・しもずるちよう

　　８８５-００６１・宮崎県都城市下長飯町・しもながえちよう

　　８８５-０１１４・宮崎県都城市庄内町・しようないちよう

　　８８５-０００５・宮崎県都城市神之山町・じんのやまちよう

　　８８５-０１１３・宮崎県都城市関之尾町・せきのおちよう

　　８８５-００１５・宮崎県都城市千町・せんちよう

　　８８５-００２６・宮崎県都城市大王町・だいおうちよう

　　８８５-００８１・宮崎県都城市鷹尾・たかお

　　８８５-０００３・宮崎県都城市高木町・たかぎちよう

　　８８９-４５０２・宮崎県都城市高崎町江平・たかざきちようえひら

　　８８９-４５０５・宮崎県都城市高崎町大牟田・たかざきちようおおむた

　　８８９-４５０４・宮崎県都城市高崎町東霧島・たかざきちようつまぎりしま

　　８８９-４５０３・宮崎県都城市高崎町縄瀬・たかざきちようなわぜ

　　８８９-４５０１・宮崎県都城市高崎町笛水・たかざきちようふえみず

　　８８９-４５０６・宮崎県都城市高崎町前田・たかざきちようまえだ

　　８８５-１３１１・宮崎県都城市高城町有水・たかじようちようありみず

　　８８５-１２０５・宮崎県都城市高城町石山・たかじようちよういしやま

　　８８５-１２０３・宮崎県都城市高城町大井手・たかじようちようおおいで

　　８８５-１２０４・宮崎県都城市高城町桜木・たかじようちようさくらぎ

　　８８５-１３１２・宮崎県都城市高城町四家・たかじようちようしか

　　８８５-１２０１・宮崎県都城市高城町高城・たかじようちようたかじよう

　　８８５-１２０２・宮崎県都城市高城町穂満坊・たかじようちようほまんほﾞう

　　８８５-０２２１・宮崎県都城市高野町・たかのちよう

　　８８５-００３５・宮崎県都城市立野町・たてのちよう

　　８８５-０００２・宮崎県都城市太郎坊町・たろほﾞうちよう

　　８８５-００３３・宮崎県都城市妻ケ丘町・つまがおかちよう

　　８８５-００３１・宮崎県都城市天神町・てんじんちよう

　　８８５-００１７・宮崎県都城市年見町・としみちよう

　　８８５-０００４・宮崎県都城市都北町・とほくちよう

　　８８５-００４３・宮崎県都城市豊満町・とよみつちよう

　　８８５-００３２・宮崎県都城市中原町・なかはらちよう



　　８８５-００７１・宮崎県都城市中町・なかまち

　　８８５-０２２５・宮崎県都城市夏尾町・なつおちよう

　　８８５-００７６・宮崎県都城市西町・にしまち

　　８８５-１１０４・宮崎県都城市野々美谷町・ののみたにちよう

　　８８５-００７５・宮崎県都城市八幡町・はちまんちよう

　　８８５-００３７・宮崎県都城市花繰町・はなぐりちよう

　　８８５-００５５・宮崎県都城市早鈴町・はやすずちよう

　　８８５-００１６・宮崎県都城市早水町・はやみずちよう

　　８８５-００５２・宮崎県都城市東町・ひがしまち

　　８８５-００７３・宮崎県都城市姫城町・ひめぎちよう

　　８８５-００２１・宮崎県都城市平江町・ひらえちよう

　　８８５-００８５・宮崎県都城市平塚町・ひらつかちよう

　　８８５-００３６・宮崎県都城市広原町・ひろはらちよう

　　８８５-００２５・宮崎県都城市前田町・まえだちよう

　　８８５-００７７・宮崎県都城市松元町・まつもとちよう

　　８８５-１１０５・宮崎県都城市丸谷町・まるたにちよう

　　８８５-０２２４・宮崎県都城市御池町・みいけちよう

　　８８５-０２２２・宮崎県都城市美川町・みかわちよう

　　８８５-００８２・宮崎県都城市南鷹尾町・みなみたかおちよう

　　８８５-００９２・宮崎県都城市南横市町・みなみよこいちちよう

　　８８５-００９５・宮崎県都城市蓑原町・みのはﾞるちよう

　　８８５-００８３・宮崎県都城市都島町・みやこじまちよう

　　８８５-００９４・宮崎県都城市都原町・みやこはﾞるちよう

　　８８５-００７８・宮崎県都城市宮丸町・みやまるちよう

　　８８５-００７９・宮崎県都城市牟田町・むたちよう

　　８８５-００４４・宮崎県都城市安久町・やすひさちよう

　　８８９-４６０２・宮崎県都城市山田町中霧島・やまだちようなかぎりしま

　　８８９-４６０１・宮崎県都城市山田町山田・やまだちようやまだ

　　８８９-１８０１・宮崎県都城市山之口町富吉・ やまのくちちようとみよじ

　　８８９-１８０２・宮崎県都城市山之口町花木・やまのくちちようはなのき

　　８８０-２３０３・宮崎県都城市山之口町山之口（上平野）・やまのくち(かみひらの)

　　８８０-２３０３・宮崎県都城市山之口町山之口（仲田）・やまのくち(なかた)

　　８８９-１８０３・宮崎県都城市山之口町山之口（その他）・やまのくち(そのた)

　　８８５-００９１・宮崎県都城市横市町・よこいちちよう

　　８８５-０００６・宮崎県都城市吉尾町・よしおちよう

　　８８５-０２２３・宮崎県都城市吉之元町・よしのもとちよう

　　８８５-００５４・宮崎県都城市若葉町・わかはﾞちよう

　　８８２-００００・宮崎県延岡市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８８９-０５１７・宮崎県延岡市赤水町・あかみずまち

　　８８２-０８４５・宮崎県延岡市安賀多町・あがたまち

　　８８９-０５０７・宮崎県延岡市旭ケ丘・あさひがおか

　　８８２-０８４７・宮崎県延岡市旭町・あさひまち

　　８８２-０８７２・宮崎県延岡市愛宕町・あたごまち

　　８８２-０８７１・宮崎県延岡市愛宕山・あたごやま

　　８８２-００７１・宮崎県延岡市天下町・あもりまち

　　８８２-００２５・宮崎県延岡市粟野名町・あわのみようまち

　　８８９-０５０３・宮崎県延岡市伊形町・いがだまち

　　８８９-０５０１・宮崎県延岡市石田町・いしだまち

　　８８２-０８３１・宮崎県延岡市出口町・いでぐちまち

　　８８２-０８５６・宮崎県延岡市出北・いできた

　　８８２-０００３・宮崎県延岡市稲葉崎町・いなはﾞざきまち

　　８８２-００９５・宮崎県延岡市浦城町・うらしろまち

　　８８２-００８４・宮崎県延岡市宇和田町・うわだまち

　　８８２-００４６・宮崎県延岡市恵比須町・えびすまち

　　８８２-００１３・宮崎県延岡市追内町・おいうちまち

　　８８２-０００１・宮崎県延岡市大峡町・おおかいまち

　　８８２-００２７・宮崎県延岡市大門町・おおかどまち

　　８８２-０８４１・宮崎県延岡市大瀬町・おおせまち

　　８８２-００２４・宮崎県延岡市大武町・おおだけまち

　　８８２-０８０３・宮崎県延岡市大貫町・おおぬきまち

　　８８２-００８６・宮崎県延岡市大野町・おおのまち

　　８８２-００５６・宮崎県延岡市岡富町・おかとみまち

　　８８２-００５７・宮崎県延岡市岡富山・おかとみやま

　　８８２-００７５・宮崎県延岡市岡元町・おかもとまち

　　８８２-０８７６・宮崎県延岡市沖田町・おきたまち

　　８８２-０００６・宮崎県延岡市尾崎町・おざきまち

　　８８２-０８５５・宮崎県延岡市卸本町・おろしほんまち

　　８８２-００７３・宮崎県延岡市貝の畑町・かいのはたまち

　　８８２-００８５・宮崎県延岡市鹿狩瀬町・かがせまち

　　８８２-０００４・宮崎県延岡市樫山町・かしやままち



　　８８２-００１２・宮崎県延岡市鹿小路・かしようじ

　　８８２-０８４４・宮崎県延岡市春日町・かすがまち

　　８８２-０８７７・宮崎県延岡市片田町・かたたまち

　　８８２-０８６７・宮崎県延岡市構口町・かまえぐちまち

　　８８９-０５０２・宮崎県延岡市上伊形町・かみいがだまち

　　８８２-０８３３・宮崎県延岡市上大瀬町・かみおおせまち

　　８８２-０８８５・宮崎県延岡市上三輪町・かみみわまち

　　８８２-００１７・宮崎県延岡市川島町・かわしままち

　　８８２-００３３・宮崎県延岡市川原崎町・かわらさきまち

　　８８２-００４３・宮崎県延岡市祗園町・ぎおんまち

　　８８９-０３０２・宮崎県延岡市北浦町市振・きたうらまちいちぶり

　　８８９-０３０１・宮崎県延岡市北浦町古江・きたうらまちふるえ

　　８８９-０３０４・宮崎県延岡市北浦町三川内・きたうらまちみかわうち

　　８８９-０３０３・宮崎県延岡市北浦町宮野浦・きたうらまちみやのうら

　　８８２-０１２１・宮崎県延岡市北方町板上・きたかたまちいたかみ

　　８８２-０１２２・宮崎県延岡市北方町板下・きたかたまちいたしも

　　８８２-０１２３・宮崎県延岡市北方町うそ越・きたかたまちうそごえ

　　８８２-０１０６・宮崎県延岡市北方町笠下・きたかたまちかさした

　　８８２-０１２６・宮崎県延岡市北方町上崎・きたかたまちかみざき

　　８８２-０２３１・宮崎県延岡市北方町上鹿川・きたかたまちかみししがわ

　　８８２-０１２５・宮崎県延岡市北方町川水流・きたかたまちかわずる

　　８８２-０１２９・宮崎県延岡市北方町北久保山・きたかたまちきたくほﾞやま

　　８８２-０１２７・宮崎県延岡市北方町蔵田・きたかたまちくらた

　　８８２-０２４１・宮崎県延岡市北方町三ケ村・きたかたまちさんがむら

　　８８２-０２３７・宮崎県延岡市北方町椎畑・きたかたまちしいはﾞた

　　８８２-０２３２・宮崎県延岡市北方町下鹿川・きたかたまちしもししがわ

　　８８２-０２３３・宮崎県延岡市北方町菅原・きたかたまちすげはﾞる

　　８８２-０１２４・宮崎県延岡市北方町曽木・きたかたまちそき

　　８８２-０２３８・宮崎県延岡市北方町滝下・きたかたまちたきした

　　８８２-０１０４・宮崎県延岡市北方町角田・きたかたまちつのだ

　　８８２-０２４５・宮崎県延岡市北方町早上・きたかたまちはやかみ

　　８８２-０２４４・宮崎県延岡市北方町早中・きたかたまちはやなか

　　８８２-０２４３・宮崎県延岡市北方町早日渡・きたかたまちはやひと

　　８８２-０２３６・宮崎県延岡市北方町日平・きたかたまちひびら

　　８８２-０１０７・宮崎県延岡市北方町藤の木・きたかたまちふじのき

　　８８２-０１０１・宮崎県延岡市北方町二股・きたかたまちふたまた

　　８８２-０２３５・宮崎県延岡市北方町槇峰・きたかたまちまきみね

　　８８２-０１２８・宮崎県延岡市北方町南久保山・きたかたまちみなみくほﾞやま

　　８８２-０２３４・宮崎県延岡市北方町美々地・きたかたまちみみち

　　８８２-０２４２・宮崎県延岡市北方町八峡・きたかたまちやかい

　　８８２-００９７・宮崎県延岡市北川町川内名（祝子川）・かわちみよう(ほうりがわ)

　　８８９-０１０１・宮崎県延岡市北川町川内名（その他）・かわちみよう(そのた)

　　８８９-０１０２・宮崎県延岡市北川町長井・きたがわまちながい

　　８８２-００４１・宮崎県延岡市北小路・きたこうじ

　　８８２-０８３４・宮崎県延岡市北新小路・きたしんこうじ

　　８８９-０５０５・宮崎県延岡市北一ケ岡・きたひとつがおか

　　８８２-０８１４・宮崎県延岡市北町・きたまち

　　８８２-０８７３・宮崎県延岡市共栄町・きようえいまち

　　８８９-０５１４・宮崎県延岡市櫛津町・くしつまち

　　８８９-０３２２・宮崎県延岡市熊野江町・くまのえまち

　　８８２-００９１・宮崎県延岡市桑平町・くわひらまち

　　８８２-００９３・宮崎県延岡市神戸町・こうべまち

　　８８２-００７６・宮崎県延岡市小川町・こがわまち

　　８８２-０８８２・宮崎県延岡市小野町・このまち

　　８８２-００６１・宮崎県延岡市小峰町・こみねまち

　　８８２-００４７・宮崎県延岡市紺屋町・こんやまち

　　８８２-０８３２・宮崎県延岡市西小路・さいこうじ

　　８８２-００５３・宮崎県延岡市幸町・さいわいまち

　　８８２-００５４・宮崎県延岡市栄町・さかえまち

　　８８２-０００７・宮崎県延岡市桜ケ丘・さくらがおか

　　８８２-０８１６・宮崎県延岡市桜小路・さくらこうじ

　　８８２-００３６・宮崎県延岡市桜園町・さくらぞのまち

　　８８２-０００２・宮崎県延岡市差木野町・さしきのまち

　　８８２-００８１・宮崎県延岡市佐野町・さのまち

　　８８２-０８６４・宮崎県延岡市塩浜町・しおはままち

　　８８２-００９６・宮崎県延岡市島浦町・しまうらまち

　　８８９-０５０４・宮崎県延岡市下伊形町・しもいがだまち

　　８８２-０８８３・宮崎県延岡市下三輪町・しもみわまち

　　８８２-００３４・宮崎県延岡市昭和町・しようわまち

　　８８２-００１４・宮崎県延岡市白石町・しろいしまち



　　８８２-０８３５・宮崎県延岡市新小路・しんこうじ

　　８８９-０５１２・宮崎県延岡市新浜町・しんはままち

　　８８２-０８２７・宮崎県延岡市新町・しんまち

　　８８２-００１１・宮崎県延岡市須佐町・すさまち

　　８８２-０８２５・宮崎県延岡市須崎町・すざきまち

　　８８９-０３２１・宮崎県延岡市須美江町・すみえまち

　　８８２-００４５・宮崎県延岡市瀬之口町・せのくちまち

　　８８２-０８５７・宮崎県延岡市惣領町・そうりようまち

　　８８９-０５１６・宮崎県延岡市鯛名町・たいなまち

　　８８２-００４２・宮崎県延岡市高千穂通・たかちほどおり

　　８８２-００６４・宮崎県延岡市高野町・たかのまち

　　８８２-０８７４・宮崎県延岡市伊達町・だてまち

　　８８２-０８２４・宮崎県延岡市中央通・ちゆうおうどおり

　　８８２-０８３６・宮崎県延岡市恒富町・つねとみまち

　　８８２-０８６５・宮崎県延岡市鶴ケ丘・つるがおか

　　８８２-０８１１・宮崎県延岡市天神小路・てんじんこうじ

　　８８２-００１６・宮崎県延岡市東海町・とうみまち

　　８８９-０５１３・宮崎県延岡市土々呂町・ととろまち

　　８８２-００５１・宮崎県延岡市富美山町・とみやままち

　　８８２-００３１・宮崎県延岡市中川原町・なかがわらまち

　　８８２-０８４６・宮崎県延岡市中島町・なかしままち

　　８８２-００３２・宮崎県延岡市中の瀬町・なかのせちよう

　　８８２-０８２３・宮崎県延岡市中町・なかまち

　　８８２-０８８４・宮崎県延岡市中三輪町・なかみわまち

　　８８２-０８４３・宮崎県延岡市永池町・ながいけまち

　　８８２-０８５４・宮崎県延岡市長浜町・ながはままち

　　８８２-０００５・宮崎県延岡市夏田町・なつたまち

　　８８２-０８０４・宮崎県延岡市西階町・にししなまち

　　８８２-０８０２・宮崎県延岡市野地町・のじまち

　　８８２-０８０５・宮崎県延岡市野田・のた

　　８８２-０８０１・宮崎県延岡市野田町・のたまち

　　８８２-００５２・宮崎県延岡市萩町・はぎまち

　　８８２-００４４・宮崎県延岡市博労町・はﾞくろうまち

　　８８２-０８５１・宮崎県延岡市浜砂・はまご

　　８８２-０８６２・宮崎県延岡市浜町・はままち

　　８８２-０８５２・宮崎県延岡市東浜砂町・ひがしはまごまち

　　８８２-０８１３・宮崎県延岡市東本小路・ひがしほんこうじ

　　８８２-００３５・宮崎県延岡市日の出町・ひのでまち

　　８８２-０８６１・宮崎県延岡市別府町・びゆうまち

　　８８２-００６５・宮崎県延岡市平田町・ひらたまち

　　８８２-０８６６・宮崎県延岡市平原町・ひらはﾞるまち

　　８８２-００２２・宮崎県延岡市二ツ島町・ふたつしままち

　　８８２-０８２６・宮崎県延岡市船倉町・ふなぐらまち

　　８８２-００６３・宮崎県延岡市古川町・ふるかわまち

　　８８２-０８３７・宮崎県延岡市古城町・ふるしろまち

　　８８２-０８５３・宮崎県延岡市方財町・ほうざいまち

　　８８２-００８２・宮崎県延岡市祝子町・ほうりまち

　　８８２-００７４・宮崎県延岡市細見町・ほそみまち

　　８８２-０８１２・宮崎県延岡市本小路・ほんこうじ

　　８８２-０８２１・宮崎県延岡市本町・ほんまち

　　８８２-００６６・宮崎県延岡市舞野町・まいのまち

　　８８２-００２３・宮崎県延岡市牧町・まきまち

　　８８９-０５１１・宮崎県延岡市松原町・まつはﾞらまち

　　８８２-００６２・宮崎県延岡市松山町・まつやままち

　　８８２-０８８１・宮崎県延岡市三須町・みすまち

　　８８２-００１５・宮崎県延岡市水尻町・みずしりまち

　　８８２-０８４２・宮崎県延岡市三ツ瀬町・みつぜまち

　　８８２-０８６３・宮崎県延岡市緑ケ丘・みどりがおか

　　８８９-０５０６・宮崎県延岡市南一ケ岡・みなみひとつがおか

　　８８２-０８２２・宮崎県延岡市南町・みなみまち

　　８８２-００９２・宮崎県延岡市宮長町・みやながまち

　　８８９-０５１５・宮崎県延岡市妙見町・みようけんまち

　　８８２-００８７・宮崎県延岡市妙町・みようまち

　　８８２-００７７・宮崎県延岡市行縢町・むかはﾞきまち

　　８８２-００２１・宮崎県延岡市無鹿町・むしかまち

　　８８２-００９４・宮崎県延岡市安井町・やすいまち

　　８８２-０８１５・宮崎県延岡市柳沢町・やなざわまち

　　８８２-００５５・宮崎県延岡市山下町・やましたまち

　　８８２-００３７・宮崎県延岡市山月町・やまつきまち

　　８８２-００８３・宮崎県延岡市柚木町・ゆうぎまち



　　８８２-００２６・宮崎県延岡市柚の木田町・ゆのきだまち

　　８８２-００７２・宮崎県延岡市吉野町・よしのまち

　　８８２-０８７５・宮崎県延岡市若葉町・わかはﾞまち

　　８８７-００００・宮崎県日南市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８８７-００４１・宮崎県日南市吾田東（１～４丁目）・あがたひがし

　　８８９-２５４１・宮崎県日南市吾田東（５～１１丁目）・あがたひがし(５-１１)

　　８８９-２５３６・宮崎県日南市吾田西・ あがたにじ

　　８８７-０００１・宮崎県日南市油津・あぶらつ

　　８８９-２５３２・宮崎県日南市板敷・いたじき

　　８８７-０１１１・宮崎県日南市伊比井・いびい

　　８８９-２５２５・宮崎県日南市今町・いままち

　　８８７-００１４・宮崎県日南市岩崎・いわさき

　　８８７-００１７・宮崎県日南市梅ケ浜・うめがはま

　　８８９-３１５６・宮崎県日南市大窪・おおくほﾞ

　　８８９-３１４１・宮崎県日南市大堂津・おおどうつ

　　８８７-０００７・宮崎県日南市乙姫町・おとひめちよう

　　８８９-２５３５・宮崎県日南市飫肥・おび

　　８８７-０００６・宮崎県日南市春日町・かすがちよう

　　８８７-００３４・宮崎県日南市風田・かぜだ

　　８８９-３１５１・宮崎県日南市上方・かみかた

　　８８７-００２２・宮崎県日南市上平野町・かみひらのちよう

　　８８９-２４０１・宮崎県日南市北郷町大藤・きたごうちようおおふじ

　　８８９-２４０３・宮崎県日南市北郷町北河内・きたごうちようきたがわち

　　８８９-２４０２・宮崎県日南市北郷町郷之原・きたごうちようごうのはら

　　８８７-００１３・宮崎県日南市木山・きやま

　　８８９-２５１４・宮崎県日南市楠原・くすはﾞる

　　８８７-００２３・宮崎県日南市隈谷・くまや

　　８８９-３１５２・宮崎県日南市毛吉田・けよしだ

　　８８７-０００５・宮崎県日南市材木町・ざいもくちよう

　　８８９-２５１２・宮崎県日南市酒谷甲・さかたにこう

　　８８９-２５１１・宮崎県日南市酒谷乙・さかたにおつ

　　８８９-３１４２・宮崎県日南市塩鶴・しおつﾞる

　　８８９-３１４３・宮崎県日南市下方・しもかた

　　８８７-００１１・宮崎県日南市瀬貝・せがい

　　８８７-０００３・宮崎県日南市瀬西・ せにじ

　　８８７-００１２・宮崎県日南市園田・そのだ

　　８８７-００２１・宮崎県日南市中央通・ちゆうおうどおり

　　８８９-３１５４・宮崎県日南市塚田甲・つかだこう

　　８８９-３１５５・宮崎県日南市塚田乙・つかだおつ

　　８８７-０００４・宮崎県日南市天福・てんふﾟく

　　８８９-２５３４・宮崎県日南市時任町・ときとうちよう

　　８８７-００３１・宮崎県日南市戸高・とだか

　　８８９-２５２４・宮崎県日南市殿所・とのところ

　　８８７-００１６・宮崎県日南市中平野・なかひらの

　　８８９-３２１３・宮崎県日南市南郷町潟上・なんごうちようかたがみ

　　８８９-３２０３・宮崎県日南市南郷町谷之口・なんごうちようたにのくち

　　８８９-３２０１・宮崎県日南市南郷町津屋野・なんごうちようつやの

　　８８９-３２０２・宮崎県日南市南郷町中村甲・なんごうちようなかむらこう

　　８８９-３２０４・宮崎県日南市南郷町中村乙・なんごうちようなかむらおつ

　　８８９-３２１１・宮崎県日南市南郷町贄波・なんごうちようにえなみ

　　８８９-３２０５・宮崎県日南市南郷町西町・なんごうちようにしまち

　　８８９-３２０７・宮崎県日南市南郷町東町・なんごうちようひがしまち

　　８８９-３２０６・宮崎県日南市南郷町南町・なんごうちようみなみまち

　　８８９-３２１４・宮崎県日南市南郷町榎原・なんごうちようよわら

　　８８９-３２１５・宮崎県日南市南郷町榎原甲・なんごうちようよわらこう

　　８８９-３２１６・宮崎県日南市南郷町榎原乙・なんごうちようよわらおつ

　　８８９-３２１７・宮崎県日南市南郷町榎原丙・なんごうちようよわらへい

　　８８９-３２１２・宮崎県日南市南郷町脇本・なんごうちようわきもと

　　８８７-００２４・宮崎県日南市西弁分・にしべんぶん

　　８８７-０００２・宮崎県日南市西町・にしまち

　　８８９-３１５３・宮崎県日南市萩之嶺・はぎのみね

　　８８９-２５２１・宮崎県日南市東弁分乙・ひがしべんぶんおつ

　　８８９-２５２２・宮崎県日南市東弁分甲・ひがしべんぶんこう

　　８８７-００１５・宮崎県日南市平野・ひらの

　　８８７-００３３・宮崎県日南市平山・ひらやま

　　８８７-０１０２・宮崎県日南市富土・ふと

　　８８９-２５３３・宮崎県日南市星倉・ほしくら

　　８８９-２５３１・宮崎県日南市本町・ほんまち

　　８８７-００３２・宮崎県日南市益安・ますやす

　　８８９-２５２３・宮崎県日南市松永・まつなが



　　８８７-０１０１・宮崎県日南市宮浦・みやうら

　　８８９-２５１３・宮崎県日南市吉野方・よしのかた

　　８８６-００００・宮崎県小林市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８８６-０００９・宮崎県小林市駅南・えきみなみ

　　８８６-０００６・宮崎県小林市北西方・きたにしかた

　　８８６-０１１５・宮崎県小林市須木内山・すきうちやま

　　８８６-０１１２・宮崎県小林市須木下田・すきしもだ

　　８８６-０１１３・宮崎県小林市須木鳥田町・すきとりだまち

　　８８６-０１１１・宮崎県小林市須木中原・すきなかはら

　　８８６-０１１４・宮崎県小林市須木奈佐木・すきなさき

　　８８６-０００３・宮崎県小林市堤・つつみ

　　８８６-０００２・宮崎県小林市水流迫・つるざこ

　　８８６-０２１１・宮崎県小林市野尻町紙屋・のじりちようかみや

　　８８６-０２１２・宮崎県小林市野尻町東麓・のじりちようひがしふもと

　　８８６-０２１３・宮崎県小林市野尻町三ケ野山・のじりちようみかのやま

　　８８６-０１０１・宮崎県小林市東方（５７４１)・ひがしかた

　　８８６-０１０１・宮崎県小林市東方（５８７１)・ひがしかた

　　８８６-０００１・宮崎県小林市東方（その他）・ひがしかた(そのた)

　　８８６-０００４・宮崎県小林市細野・ほその

　　８８６-０００８・宮崎県小林市本町・ほんまち

　　８８６-０００７・宮崎県小林市真方・まがた

　　８８６-０００５・宮崎県小林市南西方・みなみにしかた

　　８８３-００００・宮崎県日向市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８８３-０００３・宮崎県日向市伊勢ケ浜・いせがはま

　　８８３-００４４・宮崎県日向市上町・うえまち

　　８８３-００１２・宮崎県日向市江良町・えらちよう

　　８８３-００５３・宮崎県日向市梶木町・かじきちよう

　　８８３-００６６・宮崎県日向市亀崎・かめざき

　　８８３-００６８・宮崎県日向市亀崎西・ かめざきにじ

　　８８３-００６７・宮崎県日向市亀崎東・ かめざきひがじ

　　８８３-００４１・宮崎県日向市北町・きたまち

　　８８３-００３８・宮崎県日向市迎洋園・げいようえん

　　８８３-００２１・宮崎県日向市財光寺・ざいこうじ

　　８８３-００２４・宮崎県日向市財光寺往還町・ざいこうじおうかんちよう

　　８８３-００２３・宮崎県日向市財光寺沖町・ざいこうじおきまち

　　８８９-１１１２・宮崎県日向市幸脇・さいわき

　　８８３-００３３・宮崎県日向市塩見・しおみ

　　８８３-００１３・宮崎県日向市新生町・しんせいちよう

　　８８３-００１１・宮崎県日向市曽根町・そねちよう

　　８８３-００６１・宮崎県日向市大王町・だいおうちよう

　　８８３-００４２・宮崎県日向市高砂町・たかさごちよう

　　８８３-００６３・宮崎県日向市竹島町・たけしまちよう

　　８８３-００５２・宮崎県日向市鶴町・つるまち

　　８８３-０１１１・宮崎県日向市東郷町迫野内・とうごうちようさこのうち

　　８８３-０２１３・宮崎県日向市東郷町下三ケ・とうごうちようしもさんげ

　　８８３-０２１１・宮崎県日向市東郷町坪谷・とうごうちようつほﾞや

　　８８３-０１０８・宮崎県日向市東郷町八重原・とうごうちようはえはﾞる

　　８８３-０１０９・宮崎県日向市東郷町山陰・とうごうちようやまげ

　　８８９-１１０１・宮崎県日向市東郷町山陰乙（鳥川）・やまげおつ(とりかわ)

　　８８３-０１０１・宮崎県日向市東郷町山陰乙（その他）・やまげおつ(そのた)

　　８８３-０１０５・宮崎県日向市東郷町山陰己・とうごうちようやまげき

　　８８９-１１２１・宮崎県日向市東郷町山陰甲・とうごうちようやまげこう

　　８８３-０１０７・宮崎県日向市東郷町山陰庚・とうごうちようやまげこう

　　８８３-０１０６・宮崎県日向市東郷町山陰辛・とうごうちようやまげしん

　　８８３-０１０３・宮崎県日向市東郷町山陰丁・とうごうちようやまげてい

　　８８３-０１０２・宮崎県日向市東郷町山陰丙・とうごうちようやまげへい

　　８８３-０１０４・宮崎県日向市東郷町山陰戊（５１３の１以内）・やまげほﾞ

　　８８３-０２１２・宮崎県日向市東郷町山陰戊（その他）・やまげほﾞ(そのた)

　　８８３-００３４・宮崎県日向市富高・とみたか

　　８８３-０００５・宮崎県日向市中堀町・なかほりちよう

　　８８３-００４６・宮崎県日向市中町・なかまち

　　８８３-００１５・宮崎県日向市永江町・ながえちよう

　　８８３-０００４・宮崎県日向市浜町・はままち

　　８８３-００１４・宮崎県日向市原町・はらまち

　　８８３-００３５・宮崎県日向市春原町・はるはらちよう

　　８８３-００６２・宮崎県日向市日知屋・ひちや

　　８８３-００６４・宮崎県日向市日知屋古田町・ひちやふるたちよう

　　８８３-００２２・宮崎県日向市平岩・ひらいわ

　　８８３-００３１・宮崎県日向市比良町・ひらちよう

　　８８３-０００２・宮崎県日向市平野町・ひらのちよう



　　８８３-００３７・宮崎県日向市不動寺・ふどうじ

　　８８３-００６５・宮崎県日向市船場町・ふなはﾞちよう

　　８８３-０００１・宮崎県日向市細島・ほそしま

　　８８３-００４５・宮崎県日向市本町・ほんまち

　　８８３-００３６・宮崎県日向市南町・みなみまち

　　８８９-１１１１・宮崎県日向市美々津町・みみつちよう

　　８８３-００４３・宮崎県日向市都町・みやこまち

　　８８３-００５１・宮崎県日向市向江町・むかえちよう

　　８８３-００３２・宮崎県日向市山下町・やましたちよう

　　８８３-０００６・宮崎県日向市山手町・やまてちよう

　　８８８-００００・宮崎県串間市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８８８-０００６・宮崎県串間市秋山・あきやま

　　８８９-３５３３・宮崎県串間市一氏・いちうじ

　　８８９-３３１１・宮崎県串間市市木・いちき

　　８８８-０２２１・宮崎県串間市大納・おおの

　　８８９-３５３２・宮崎県串間市大平・おおひら

　　８８９-３５３４・宮崎県串間市大矢取・おおやどり

　　８８８-０００５・宮崎県串間市北方・きたかた

　　８８８-０００４・宮崎県串間市串間・くしま

　　８８８-０００９・宮崎県串間市崎田・さきだ

　　８８８-０００２・宮崎県串間市高松・たかまつ

　　８８８-００１１・宮崎県串間市寺里・てらざと

　　８８８-０２２２・宮崎県串間市都井・とい

　　８８９-３５３１・宮崎県串間市奈留・なる

　　８８８-０００１・宮崎県串間市西方・にしかた

　　８８８-００１２・宮崎県串間市西浜・にしはま

　　８８８-０００３・宮崎県串間市奴久見・ぬくみ

　　８８８-００１３・宮崎県串間市東町・ひがしまち

　　８８８-０００８・宮崎県串間市本城・ほんじよう

　　８８８-０００７・宮崎県串間市南方・みなみかた

　　８８１-００００・宮崎県西都市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８８１-００３１・宮崎県西都市旭・あさひ

　　８８１-０１１１・宮崎県西都市荒武・あらたけ

　　８８１-００１１・宮崎県西都市有吉町・ありよしちよう

　　８８１-０１０６・宮崎県西都市岩爪・いわつﾞめ

　　８８１-０００１・宮崎県西都市岡富・おかどみ

　　８８１-００１２・宮崎県西都市小野崎・おのざき

　　８８１-００１３・宮崎県西都市小野崎町・おのざきちよう

　　８８１-１１２１・宮崎県西都市尾八重・おはえ

　　８８１-０１０３・宮崎県西都市加勢・かぜ

　　８８１-１１２２・宮崎県西都市片内・かたうち

　　８８１-０１０４・宮崎県西都市鹿野田・かのだ

　　８８１-１２３１・宮崎県西都市上揚・かみあげ

　　８８１-０１１５・宮崎県西都市上三財・かみさんざい

　　８８１-００２１・宮崎県西都市上町・かみまち

　　８８１-０００４・宮崎県西都市清水・きよみず

　　８８１-０００２・宮崎県西都市黒生野・くろうの

　　８８０-０３４１・宮崎県西都市現王島・げんのうじま

　　８８１-００２２・宮崎県西都市桜川町・さくらがわちよう

　　８８１-０１１６・宮崎県西都市寒川・さぶかわ

　　８８１-０１１３・宮崎県西都市下三財・しもさんざい

　　８８１-００１４・宮崎県西都市下妻・しもつﾞま

　　８８１-００３２・宮崎県西都市白馬町・しらうまちよう

　　８８１-１２３２・宮崎県西都市銀鏡・しろみ

　　８８１-０００６・宮崎県西都市新町・しんまち

　　８８１-００１５・宮崎県西都市聖陵町・せいりようちよう

　　８８１-００３７・宮崎県西都市茶臼原・ちやうすはﾞる

　　８８１-００３５・宮崎県西都市中央町・ちゆうおうちよう

　　８８１-００２３・宮崎県西都市調殿・つきどの

　　８８１-００３３・宮崎県西都市妻・つま

　　８８１-００３４・宮崎県西都市妻町・つまちよう

　　８８１-００３６・宮崎県西都市水流崎町・つるさきちよう

　　８８１-００２５・宮崎県西都市童子丸・どうじまる

　　８８１-０１１４・宮崎県西都市藤田・とうだ

　　８８１-０１０５・宮崎県西都市都於郡町・とのこおりまち

　　８８１-１１２３・宮崎県西都市中尾・なかお

　　８８１-００２４・宮崎県西都市中妻・なかつﾞま

　　８８１-１２３３・宮崎県西都市八重・はえ

　　８８１-０１０２・宮崎県西都市平郡・へごおり

　　８８１-００２６・宮崎県西都市穂北・ほきた



　　８８１-０００３・宮崎県西都市右松・みぎまつ

　　８８１-００２７・宮崎県西都市南方・みなみかた

　　８８１-０１０１・宮崎県西都市三納・みのう

　　８８１-００１６・宮崎県西都市御舟町・みふねちよう

　　８８１-０００５・宮崎県西都市三宅・みやけ

　　８８１-０１１２・宮崎県西都市山田・やまだ

　　８８９-４３００・宮崎県えびの市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８８９-４３０３・宮崎県えびの市池島・いけじま

　　８８９-４３０６・宮崎県えびの市今西・ いまにじ

　　８８９-４１６２・宮崎県えびの市内竪・うちたて

　　８８９-４１５３・宮崎県えびの市浦・うら

　　８８９-４３０４・宮崎県えびの市上江・うわえ

　　８８９-４２４３・宮崎県えびの市榎田・えのきだ

　　８８９-４３１４・宮崎県えびの市大河平・おおこうびら

　　８８９-４１６１・宮崎県えびの市岡松・おかまつ

　　８８９-４２２２・宮崎県えびの市小田・おだ

　　８８９-４１５５・宮崎県えびの市亀沢・かめさわ

　　８８９-４２２１・宮崎県えびの市栗下・くりした

　　８８９-４２４１・宮崎県えびの市西郷・さいごう

　　８８９-４３１２・宮崎県えびの市坂元・さかもと

　　８８９-４１５２・宮崎県えびの市島内・しまうち

　　８８９-４１６４・宮崎県えびの市昌明寺・しようみようじ

　　８８９-４３０２・宮崎県えびの市末永・すえなが

　　８８９-４３１３・宮崎県えびの市杉水流・すぎずる

　　８８９-４３１１・宮崎県えびの市大明司・だいみようじ

　　８８９-４１６３・宮崎県えびの市水流・つる

　　８８９-４２３４・宮崎県えびの市永山・ながやま

　　８８９-４１６５・宮崎県えびの市西川北・にしかわきた

　　８８９-４２３２・宮崎県えびの市西長江浦・にしながえうら

　　８８９-４２３３・宮崎県えびの市灰塚・はいつか

　　８８９-４３０１・宮崎県えびの市原田・はらだ

　　８８９-４２４４・宮崎県えびの市東川北・ひがしかわきた

　　８８９-４２３１・宮崎県えびの市東長江浦・ひがしながえうら

　　８８９-４３０５・宮崎県えびの市前田・まえだ

　　８８９-４１５１・宮崎県えびの市向江・むかえ

　　８８９-４１５４・宮崎県えびの市柳水流・やなぎずる

　　８８９-４２４２・宮崎県えびの市湯田・ゆだ

　　８８９-１９００・宮崎県北諸県郡三股町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８８９-１９０５・宮崎県北諸県郡三股町今市・いまいち

　　８８９-１９０１・宮崎県北諸県郡三股町樺山・かはﾞやま

　　８８９-１９０２・宮崎県北諸県郡三股町五本松・ごほんまつ

　　８８９-１９０４・宮崎県北諸県郡三股町新馬場・しんはﾞはﾞ

　　８８９-１９１４・宮崎県北諸県郡三股町蓼池・たでいけ

　　８８９-１９０６・宮崎県北諸県郡三股町中原・なかはﾞる

　　８８９-１９１１・宮崎県北諸県郡三股町長田・ながた

　　８８９-１９０７・宮崎県北諸県郡三股町花見原・はなみはﾞる

　　８８９-１９０３・宮崎県北諸県郡三股町稗田・ひえだ

　　８８９-１９１２・宮崎県北諸県郡三股町宮村・みやむら

　　８８９-１９１３・宮崎県北諸県郡三股町餅原・もちはﾞる

　　８８９-４４００・宮崎県西諸県郡高原町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８８９-４４１３・宮崎県西諸県郡高原町後川内・うしろかわち

　　８８９-４４１４・宮崎県西諸県郡高原町蒲牟田・かまむた

　　８８９-４４１２・宮崎県西諸県郡高原町西麓・にしふもと

　　８８９-４４１１・宮崎県西諸県郡高原町広原・ひろわら

　　８８０-１１００・宮崎県東諸県郡国富町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８８０-１１０３・宮崎県東諸県郡国富町嵐田・あらしだ

　　８８０-１１２１・宮崎県東諸県郡国富町伊左生（吹上）・いざお(ふきあげ)

　　８８０-１２２１・宮崎県東諸県郡国富町伊左生（その他）・いざお(そのた)

　　８８０-１１１１・宮崎県東諸県郡国富町岩知野・いわちの

　　８８０-１１１３・宮崎県東諸県郡国富町木脇・きわき

　　８８０-１１１４・宮崎県東諸県郡国富町三名・さんみよう

　　８８０-１１０８・宮崎県東諸県郡国富町須志田・すしだ

　　８８０-１１０７・宮崎県東諸県郡国富町竹田・たけだ

　　８８０-１１０４・宮崎県東諸県郡国富町田尻・たじり

　　８８０-１１１２・宮崎県東諸県郡国富町塚原・つかはﾞる

　　８８０-１２２４・宮崎県東諸県郡国富町深年・ ふかどじ

　　８８０-１１０１・宮崎県東諸県郡国富町本庄・ほんじよう

　　８８０-１１０２・宮崎県東諸県郡国富町宮王丸・みやおうまる

　　８８０-１１０５・宮崎県東諸県郡国富町向高・むこうたか

　　８８０-１１０６・宮崎県東諸県郡国富町森永・もりなが



　　８８０-１２２２・宮崎県東諸県郡国富町八代北俣・やつしろきたまた

　　８８０-１２２３・宮崎県東諸県郡国富町八代南俣・やつしろみなみまた

　　８８０-１３００・宮崎県東諸県郡綾町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８８０-１３０１・宮崎県東諸県郡綾町入野・いりの

　　８８０-１３０２・宮崎県東諸県郡綾町北俣・きたまた

　　８８０-１３０３・宮崎県東諸県郡綾町南俣・みなみまた

　　８８４-００００・宮崎県児湯郡高鍋町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８８４-０００６・宮崎県児湯郡高鍋町上江・うわえ

　　８８４-０００４・宮崎県児湯郡高鍋町蚊口浦・かぐちうら

　　８８４-０００２・宮崎県児湯郡高鍋町北高鍋・きたたかなべ

　　８８４-０００１・宮崎県児湯郡高鍋町高鍋町・たかなべまち

　　８８４-０００３・宮崎県児湯郡高鍋町南高鍋・みなみたかなべ

　　８８４-０００５・宮崎県児湯郡高鍋町持田・もちだ

　　８８９-１４００・宮崎県児湯郡新富町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８８９-１４０５・宮崎県児湯郡新富町伊倉・いくら

　　８８９-１４０３・宮崎県児湯郡新富町上富田・かみとんだ

　　８８９-１４０４・宮崎県児湯郡新富町下富田・しもとんだ

　　８８９-１４１１・宮崎県児湯郡新富町富田・とんだ

　　８８９-１４１５・宮崎県児湯郡新富町富田北・とんだきた

　　８８９-１４１２・宮崎県児湯郡新富町富田東・ とんだひがじ

　　８８９-１４１３・宮崎県児湯郡新富町富田西・ とんだにじ

　　８８９-１４１４・宮崎県児湯郡新富町富田南・とんだみなみ

　　８８９-１４０６・宮崎県児湯郡新富町新田・にゆうた

　　８８９-１４０１・宮崎県児湯郡新富町日置・ひおき

　　８８９-１４０２・宮崎県児湯郡新富町三納代・みなしろ

　　８８１-１４００・宮崎県児湯郡西米良村・・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８８１-１４１２・宮崎県児湯郡西米良村板谷・いたや

　　８８１-１３０２・宮崎県児湯郡西米良村小川・おがわ

　　８８１-１４１３・宮崎県児湯郡西米良村上米良・かんめら

　　８８１-１３０１・宮崎県児湯郡西米良村越野尾・こしのお

　　８８１-１４１４・宮崎県児湯郡西米良村竹原・たけわら

　　８８１-１４１１・宮崎県児湯郡西米良村村所・むらしよ

　　８８１-１３０３・宮崎県児湯郡西米良村横野・よこの

　　８８４-０１００・宮崎県児湯郡木城町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８８４-０１０４・宮崎県児湯郡木城町石河内・いしかわうち

　　８８４-０１０３・宮崎県児湯郡木城町川原・かわはﾞる

　　８８４-０１０２・宮崎県児湯郡木城町椎木・しいのき

　　８８４-０１０１・宮崎県児湯郡木城町高城・たかじよう

　　８８４-０１０５・宮崎県児湯郡木城町中之又・なかのまた

　　８８９-１３００・宮崎県児湯郡川南町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８８９-１３０１・宮崎県児湯郡川南町川南・かわみなみ

　　８８９-１３０２・宮崎県児湯郡川南町平田・へいだ

　　８８９-１２００・宮崎県児湯郡都農町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８８９-１２０１・宮崎県児湯郡都農町川北・かわきた

　　８８９-０６００・宮崎県東臼杵郡門川町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８８９-０６０２・宮崎県東臼杵郡門川町庵川・いおりがわ

　　８８９-０６０５・宮崎県東臼杵郡門川町庵川西・ いおりがわにじ

　　８８９-０６０３・宮崎県東臼杵郡門川町加草・かくさ

　　８８９-０６１１・宮崎県東臼杵郡門川町門川尾末・かどかわおずえ

　　８８９-０６１４・宮崎県東臼杵郡門川町上町・かみのまち

　　８８９-０６０４・宮崎県東臼杵郡門川町川内・かわち

　　８８９-０６１５・宮崎県東臼杵郡門川町栄ケ丘・さかえがおか

　　８８９-０６２４・宮崎県東臼杵郡門川町城ケ丘・じようがおか

　　８８９-０６０１・宮崎県東臼杵郡門川町須賀崎・すがさき

　　８８９-０６１２・宮崎県東臼杵郡門川町中須・なかす

　　８８９-０６２２・宮崎県東臼杵郡門川町西栄町・にしさかえまち

　　８８９-０６２１・宮崎県東臼杵郡門川町東栄町・ひがしさかえまち

　　８８９-０６２６・宮崎県東臼杵郡門川町平城西・ ひらじようにじ

　　８８９-０６２５・宮崎県東臼杵郡門川町平城東・ ひらじようひがじ

　　８８９-０６１３・宮崎県東臼杵郡門川町本町・ほんまち

　　８８９-０６１７・宮崎県東臼杵郡門川町南ケ丘・みなみがおか

　　８８９-０６１６・宮崎県東臼杵郡門川町南町・みなみまち

　　８８９-０６２３・宮崎県東臼杵郡門川町宮ケ原・みやがはら

　　８８３-１３００・宮崎県東臼杵郡諸塚村・・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８８３-１３０１・宮崎県東臼杵郡諸塚村家代・えしろ

　　８８３-１４０２・宮崎県東臼杵郡諸塚村七ツ山（飯干）・ななつやま(いいほﾞし)

　　８８３-１４０２・宮崎県東臼杵郡諸塚村七ツ山（小原井）・ななつやま(おはﾞらい)

　　８８３-１４０２・宮崎県東臼杵郡諸塚村七ツ山（川内）・ななつやま(かわうち)

　　８８３-１４０２・宮崎県東臼杵郡諸塚村七ツ山（立岩）・ななつやま(たていわ)

　　８８３-１４０２・宮崎県東臼杵郡諸塚村七ツ山（八重の平）・ななつやま(はえのひら)



　　８８３-１４０２・宮崎県東臼杵郡諸塚村七ツ山（本村）・ななつやま(ほんむら)

　　８８３-１３０２・宮崎県東臼杵郡諸塚村七ツ山（その他）・ななつやま(そのた)

　　８８３-１６００・宮崎県東臼杵郡椎葉村・・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８８３-０４０２・宮崎県東臼杵郡椎葉村大河内（１～１３０２)・おおかわうち(１-１３０２)

　　８８３-１６０２・宮崎県東臼杵郡椎葉村大河内（その他）・おおかわうち(そのた)

　　８８３-１６０１・宮崎県東臼杵郡椎葉村下福良・しもふくら

　　８８３-１６０３・宮崎県東臼杵郡椎葉村不土野・ふどの

　　８８３-１６０４・宮崎県東臼杵郡椎葉村松尾・まつお

　　８８３-１１００・宮崎県東臼杵郡美郷町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８８９-０９０１・宮崎県東臼杵郡美郷町北郷宇納間・きたごううなま

　　８８９-０９０３・宮崎県東臼杵郡美郷町北郷黒木・きたごうくろぎ

　　８８９-０９０２・宮崎県東臼杵郡美郷町北郷入下・きたごうにゆうした

　　８８３-１２１２・宮崎県東臼杵郡美郷町西郷小原・さいごうおはﾞる

　　８８３-１１０１・宮崎県東臼杵郡美郷町西郷田代・さいごうたしろ

　　８８３-１１０２・宮崎県東臼杵郡美郷町西郷立石・ さいごうたていじ

　　８８３-１２１１・宮崎県東臼杵郡美郷町西郷山三ヶ・さいごうやまさんが

　　８８３-０３０３・宮崎県東臼杵郡美郷町南郷上渡川・なんごうかみどがわ

　　８８３-０３０４・宮崎県東臼杵郡美郷町南郷鬼神野・なんごうきじの

　　８８３-０３０２・宮崎県東臼杵郡美郷町南郷中渡川・なんごうなかどがわ

　　８８３-０３０６・宮崎県東臼杵郡美郷町南郷神門・なんごうみかど

　　８８３-０３０１・宮崎県東臼杵郡美郷町南郷水清谷・なんごうみずしだに

　　８８３-０３０５・宮崎県東臼杵郡美郷町南郷山三ヶ・なんごうやまさんが

　　８８２-１１００・宮崎県西臼杵郡高千穂町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８８２-１６２１・宮崎県西臼杵郡高千穂町岩戸・いわと

　　８８２-１１０２・宮崎県西臼杵郡高千穂町押方・おしかた

　　８８２-１６２２・宮崎県西臼杵郡高千穂町上岩戸・かみいわと

　　８８２-１４１１・宮崎県西臼杵郡高千穂町上野・かみの

　　８８２-１４１４・宮崎県西臼杵郡高千穂町河内・かわち

　　８８２-１４１５・宮崎県西臼杵郡高千穂町五ケ所・ごかしよ

　　８８２-１４１２・宮崎県西臼杵郡高千穂町下野・しもの

　　８８２-１４１３・宮崎県西臼杵郡高千穂町田原・たはﾞる

　　８８２-１１０１・宮崎県西臼杵郡高千穂町三田井・みたい

　　８８２-１１０３・宮崎県西臼杵郡高千穂町向山・むこうやま

　　８８２-０４００・宮崎県西臼杵郡日之影町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８８２-０３０２・宮崎県西臼杵郡日之影町岩井川（境野）・いわいかわ(さかいの)

　　８８２-０４０２・宮崎県西臼杵郡日之影町岩井川（その他）・いわいかわ(そのた)

　　８８２-０３０１・宮崎県西臼杵郡日之影町七折（阿下)・ななおり(あげ)

　　８８２-０３０１・宮崎県西臼杵郡日之影町七折（笠戸)・ななおり(かさど)

　　８８２-０３０１・宮崎県西臼杵郡日之影町七折（椛木)・ななおり(かはﾞぎ)

　　８８２-０３０１・宮崎県西臼杵郡日之影町七折（鹿川)・ななおり(ししがわ)

　　８８２-０３０１・宮崎県西臼杵郡日之影町七折（新町)・ななおり(しんまち)

　　８８２-０３０１・宮崎県西臼杵郡日之影町七折（滝ノ内)・ななおり(たきのうち)

　　８８２-０３０１・宮崎県西臼杵郡日之影町七折（中川)・ななおり(なかがわ)

　　８８２-０３０１・宮崎県西臼杵郡日之影町七折（西ノ内）・にしのうち)

　　８８２-０３０１・宮崎県西臼杵郡日之影町七折（舟ノ尾）・ふねのお)

　　８８２-０３０１・宮崎県西臼杵郡日之影町七折（八戸）・やと)

　　８８２-０３０１・宮崎県西臼杵郡日之影町七折（簗崎）・やなざき)

　　８８２-０４０１・宮崎県西臼杵郡日之影町七折（七折（その他）・ななおり(そのた)

　　８８２-０４０３・宮崎県西臼杵郡日之影町見立・みたて

　　８８２-０３０４・宮崎県西臼杵郡日之影町分城・わけじよう

　　８８２-１２００・宮崎県西臼杵郡五ヶ瀬町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８８２-１２０１・宮崎県西臼杵郡五ヶ瀬町鞍岡・くらおか

　　８８２-１２０２・宮崎県西臼杵郡五ヶ瀬町桑野内・くわのうち

　　８８２-１２０３・宮崎県西臼杵郡五ヶ瀬町三ヶ所・さんかしよ




