
　　３８１-００００・長野県長野市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３８０-０９１８・長野県長野市アークス・あｰくす

　　３８１-２２４７・長野県長野市青木島・あおきじま

　　３８１-２２４２・長野県長野市青木島町青木島・あおきじままちあおきじま

　　３８１-２２４１・長野県長野市青木島町青木島乙・あおきじままちあおきじまおつ

　　３８１-２２０５・長野県長野市青木島町大塚・あおきじままちおおつか

　　３８１-２２０６・長野県長野市青木島町綱島・あおきじままちつなしま

　　３８１-０００１・長野県長野市赤沼・あかぬま

　　３８０-０８３８・長野県長野市県町・あがたまち

　　３８０-０８８８・長野県長野市上ケ屋・あげや

　　３８１-００５４・長野県長野市浅川・あさかわ

　　３８１-００５６・長野県長野市浅川押田・あさかわおしだ

　　３８１-００７２・長野県長野市浅川清水・あさかわきよみず

　　３８１-００５７・長野県長野市浅川西条・あさかわにしじよう

　　３８１-００６６・長野県長野市浅川西平・あさかわにしひら

　　３８１-００７３・長野県長野市浅川畑山・あさかわはたやま

　　３８１-００６４・長野県長野市浅川東条・あさかわひがしじよう

　　３８１-００６２・長野県長野市浅川福岡・あさかわふくおか

　　３８０-０８４６・長野県長野市旭町・あさひまち

　　３８０-０９４１・長野県長野市安茂里・あもり

　　３８０-０９４５・長野県長野市安茂里杏花台・あもりきようかだい

　　３８０-０９６１・長野県長野市安茂里小市・あもりこいち

　　３８０-０９５６・長野県長野市安茂里小路・あもりこうじ

　　３８０-０９４４・長野県長野市安茂里米村・あもりこめむら

　　３８０-０９５３・長野県長野市安茂里犀北・あもりさいほく

　　３８０-０９５４・長野県長野市安茂里犀北団地・あもりさいほくだんち

　　３８０-０９４３・長野県長野市安茂里差出・あもりさしで

　　３８０-０９５７・長野県長野市安茂里大門・あもりだいもん

　　３８０-０９５５・長野県長野市安茂里西河原・あもりにしがわら

　　３８０-０８０４・長野県長野市荒屋・あらや

　　３８１-００１５・長野県長野市石渡・いしわた

　　３８０-０８８３・長野県長野市泉平・いずみだいら

　　３８０-０８５４・長野県長野市伊勢町・いせまち

　　３８０-０９５８・長野県長野市伊勢宮・いせみや

　　３８１-２２０２・長野県長野市市場・いちはﾞ

　　３８１-２２４３・長野県長野市稲里・いなさと

　　３８１-２２１１・長野県長野市稲里町下氷鉋・いなさとまちしもひがの

　　３８１-２２１４・長野県長野市稲里町田牧・いなさとまちたまき

　　３８１-２２１７・長野県長野市稲里町中央・いなさとまちちゆうおう

　　３８１-２２１５・長野県長野市稲里町中氷鉋・いなさとまちなかひがの

　　３８１-００４２・長野県長野市稲田・いなだ

　　３８０-０９１１・長野県長野市稲葉・いなはﾞ

　　３８０-０９１５・長野県長野市稲葉上千田・いなはﾞかみせんだ

　　３８０-０９１６・長野県長野市稲葉中千田・いなはﾞなかせんだ

　　３８０-０９１２・長野県長野市稲葉日詰・いなはﾞひつﾞめ

　　３８０-０９１７・長野県長野市稲葉南俣・いなはﾞみなみまた

　　３８０-０９１４・長野県長野市稲葉母袋・いなはﾞもたい

　　３８０-０９０１・長野県長野市居町・いまち

　　３８０-０８８７・長野県長野市入山・いりやま

　　３８０-０８０２・長野県長野市上松・うえまつ

　　３８１-００８５・長野県長野市上野・うわの

　　３８０-０８６７・長野県長野市往生地・おうしようじ

　　３８１-２７０３・長野県長野市大岡乙・おおおかおつ

　　３８１-２７０４・長野県長野市大岡甲・おおおかこう

　　３８１-２７０１・長野県長野市大岡中牧・おおおかなかまき

　　３８１-２７０５・長野県長野市大岡弘崎・おおおかひろさき

　　３８１-２７０２・長野県長野市大岡丙・おおおかへい

　　３８１-２２０７・長野県長野市大橋南・おおはしみなみ

　　３８１-０００４・長野県長野市大町・おおまち

　　３８０-０９３６・長野県長野市岡田町・おかだまち

　　３８１-２２１２・長野県長野市小島田町・おしまだまち

　　３８１-００５３・長野県長野市神楽橋・かぐらはﾞじ

　　３８１-００２３・長野県長野市風間・かざま

　　３８８-８００８・長野県長野市合戦場・かつせんはﾞ

　　３８０-０８８１・長野県長野市門沢・かどさわ

　　３８１-２２２２・長野県長野市金井田・かないだ

　　３８１-０００７・長野県長野市金箱・かねはﾞこ

　　３８１-００８２・長野県長野市上駒沢・かみこまざわ

　　３８０-０８２１・長野県長野市上千歳町・かみちとせまち

　　３８０-０８５８・長野県長野市上西之門町・かみにしのもんちよう
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　　３８０-０９１３・長野県長野市川合新田・かわいしんでん

　　３８１-２２３２・長野県長野市川中島町若葉町・かわなかじまちようわかはﾞちよう

　　３８１-２２２６・長野県長野市川中島町今井・かわなかじままちいまい

　　３８１-２２２７・長野県長野市川中島町今井原・かわなかじままちいまいはら

　　３８１-２２３４・長野県長野市川中島町今里・かわなかじままちいまざと

　　３８１-２２３３・長野県長野市川中島町上氷鉋・かわなかじままちかみひがの

　　３８１-２２２４・長野県長野市川中島町原・かわなかじままちはら

　　３８１-２２２１・長野県長野市川中島町御厨・かわなかじままちみくりや

　　３８１-２２３１・長野県長野市川中島町四ツ屋・かわなかじままちよつや

　　３８０-０８５５・長野県長野市岩石町・がんぜきちよう

　　３８０-０８２６・長野県長野市北石堂町・きたいしどうちよう

　　３８１-００１４・長野県長野市北尾張部・きたおわりべ

　　３８１-００７５・長野県長野市北郷・きたごう

　　３８１-００３５・長野県長野市北条町・きたじようまち

　　３８１-００２５・長野県長野市北長池・きたながいけ

　　３８１-０００５・長野県長野市北堀・きたほり

　　３８０-０８６６・長野県長野市狐池・きつねいけ

　　３８１-４３０１・長野県長野市鬼無里・きなさ

　　３８１-４３０３・長野県長野市鬼無里日下野・きなさくさがの

　　３８１-４３０２・長野県長野市鬼無里日影・きなさひかげ

　　３８１-００４５・長野県長野市桐原・きりはら

　　３８０-０９２１・長野県長野市栗田・くりた

　　３８０-０９２７・長野県長野市栗田北中・くりたきたなか

　　３８０-０９４２・長野県長野市小柴見・こしはﾞみ

　　３８１-００１７・長野県長野市小島・こじま

　　３８０-０８７５・長野県長野市小鍋・こなべ

　　３８０-０８３３・長野県長野市権堂町・ごんどうちよう

　　３８０-０８６３・長野県長野市栄町・さかえちよう

　　３８１-００６１・長野県長野市坂中・さかなか

　　３８０-０８８５・長野県長野市桜・さくら

　　３８０-０８６２・長野県長野市桜枝町・さくらえちよう

　　３８１-００１３・長野県長野市桜新町・さくらしんまち

　　３８０-０９４８・長野県長野市差出南・さしでみなみ

　　３８１-２２２３・長野県長野市里島・さとじま

　　３８０-０８１２・長野県長野市早苗町・さなえちよう

　　３８１-００８１・長野県長野市三才・さんさい

　　３８１-２２４４・長野県長野市三本柳西・さんほﾞんやなぎにじ

　　３８１-２２４５・長野県長野市三本柳東・さんほﾞんやなぎひがじ

　　３８８-８００４・長野県長野市篠ノ井会・しののいあい

　　３８８-８０１５・長野県長野市篠ノ井石川・しののいいしかわ

　　３８８-８０１６・長野県長野市篠ノ井有旅・しののいうたび

　　３８１-２２２５・長野県長野市篠ノ井岡田・しののいおかだ

　　３８８-８００６・長野県長野市篠ノ井御幣川・しののいおんべがわ

　　３８８-８０１９・長野県長野市篠ノ井杵淵・しののいきねぶち

　　３８１-２２３５・長野県長野市篠ノ井小松原・しののいこまつはﾞら

　　３８８-８００３・長野県長野市篠ノ井小森・しののいこもり

　　３８８-８０１４・長野県長野市篠ノ井塩崎・しののいしおざき

　　３８８-８００２・長野県長野市篠ノ井東福寺・しののいとうふくじ

　　３８８-８０１８・長野県長野市篠ノ井西寺尾・しののいにしでらお

　　３８８-８０１１・長野県長野市篠ノ井布施五明・しののいふせごみよう

　　３８８-８００７・長野県長野市篠ノ井布施高田・しののいふせたかだ

　　３８８-８０１２・長野県長野市篠ノ井二ツ柳・しののいふたつやなぎ

　　３８８-８０１７・長野県長野市篠ノ井山布施・しののいやまぶせ

　　３８８-８００５・長野県長野市篠ノ井横田・しののいよこた

　　３８１-０００８・長野県長野市下駒沢・しもこまざわ

　　３８１-２２１６・長野県長野市下氷鉋・しもひがの

　　３８１-００６３・長野県長野市伺去・しやり

　　３８０-０８７７・長野県長野市塩生・しようぶ

　　３８１-００６５・長野県長野市真光寺・しんこうじ

　　３８１-２３５２・長野県長野市信更町赤田・しんこうまちあかだ

　　３８１-２３４４・長野県長野市信更町上尾・しんこうまちあげお

　　３８１-２３５８・長野県長野市信更町今泉・しんこうまちいまいずみ

　　３８１-２３４３・長野県長野市信更町桜井・しんこうまちさくらい

　　３８１-２３５９・長野県長野市信更町三水・しんこうまちさみず

　　３８１-２３４１・長野県長野市信更町下平・しんこうまちしもだいら

　　３８１-２３５５・長野県長野市信更町高野・しんこうまちたかの

　　３８１-２３５４・長野県長野市信更町田沢・しんこうまちたざわ

　　３８１-２３５３・長野県長野市信更町田野口・しんこうまちたのくち

　　３８１-２３５７・長野県長野市信更町灰原・しんこうまちはいはﾞら

　　３８１-２３５１・長野県長野市信更町氷ノ田・しんこうまちひのた



　　３８１-２３４７・長野県長野市信更町古藤・しんこうまちふるふじ

　　３８１-２３４２・長野県長野市信更町宮平・しんこうまちみやだいら

　　３８１-２３４６・長野県長野市信更町安庭・しんこうまちやすにわ

　　３８１-２３５６・長野県長野市信更町吉原・しんこうまちよしわら

　　３８１-２３４５・長野県長野市信更町涌池・しんこうまちわくいけ

　　３８１-２４０４・長野県長野市信州新町上条・しんしゆうしんまちかみじよう

　　３８１-２４０１・長野県長野市信州新町越道・しんしゆうしんまちこえどう

　　３８１-２４０６・長野県長野市信州新町里穂刈・しんしゆうしんまちさとほかり

　　３８１-２４１３・長野県長野市信州新町下市場・しんしゆうしんまちしもいちはﾞ

　　３８１-２４０５・長野県長野市信州新町新町・しんしゆうしんまちしんまち

　　３８１-２４２４・長野県長野市信州新町左右・しんしゆうしんまちそう

　　３８１-２４１１・長野県長野市信州新町竹房・しんしゆうしんまちたけぶさ

　　３８１-２４１５・長野県長野市信州新町中牧・しんしゆうしんまちなかまき

　　３８１-２４２１・長野県長野市信州新町信級・しんしゆうしんまちのぶしな

　　３８１-２４２３・長野県長野市信州新町日原西・しんしゆうしんまちひはらにじ

　　３８１-２４２２・長野県長野市信州新町日原東・しんしゆうしんまちひはらひがじ

　　３８１-２４１６・長野県長野市信州新町弘崎・しんしゆうしんまちひろさき

　　３８１-２４１４・長野県長野市信州新町牧田中・しんしゆうしんまちまきだなか

　　３８１-２４１２・長野県長野市信州新町牧野島・しんしゆうしんまちまきのしま

　　３８１-２４０３・長野県長野市信州新町水内・しんしゆうしんまちみのち

　　３８１-２４０２・長野県長野市信州新町山上条・しんしゆうしんまちやまかみじよう

　　３８１-２４０７・長野県長野市信州新町山穂刈・しんしゆうしんまちやまほかり

　　３８０-０８７３・長野県長野市新諏訪・しんすわ

　　３８０-０８７３・長野県長野市新諏訪町・しんすわちよう

　　３８０-０８３５・長野県長野市新田町・しんでんちよう

　　３８０-０８５３・長野県長野市新町・しんまち

　　３８８-８０２０・長野県長野市神明・しんめい

　　３８０-０８２５・長野県長野市末広町・すえひろちよう

　　３８０-０８４４・長野県長野市諏訪町・すわちよう

　　３８１-００７１・長野県長野市台ケ窪・だいがくほﾞ

　　３８０-０８４１・長野県長野市大門町・だいもんちよう

　　３８１-００３４・長野県長野市高田・たかだ

　　３８１-００８７・長野県長野市田子・たこ

　　３８０-０８８４・長野県長野市鑪・たたら

　　３８０-０８６４・長野県長野市立町・たつまち

　　３８１-００８６・長野県長野市田中・たなか

　　３８０-０８１５・長野県長野市田町・たまち

　　３８１-２２４６・長野県長野市丹波島・たんはﾞじま

　　３８１-０００２・長野県長野市津野・つの

　　３８０-０８７２・長野県長野市妻科・つましな

　　３８０-０９０７・長野県長野市鶴賀・つるが

　　３８０-０９０１・長野県長野市鶴賀（居町）・つるが(いまち)

　　３８０-０８２１・長野県長野市鶴賀（上千歳町）・つるが(かみちとせまち)

　　３８０-０８３３・長野県長野市鶴賀（権堂町）・つるが(ごんどうちよう)

　　３８０-０８１２・長野県長野市鶴賀（早苗町）・つるが(さなえちよう)

　　３８０-０８１５・長野県長野市鶴賀（田町）・つるが(たまち)

　　３８０-０８３４・長野県長野市鶴賀（問御所町）・つるが(といごしよまち)

　　３８０-０９０２・長野県長野市鶴賀（中堰）・つるが(なかぜき)

　　３８０-０９０６・長野県長野市鶴賀（七瀬）・つるが(ななせ)

　　３８０-０９０４・長野県長野市鶴賀（七瀬中町）・つるが(ななせなかまち)

　　３８０-０９０５・長野県長野市鶴賀（七瀬南部）・つるが(ななせなんぶ)

　　３８０-０８１４・長野県長野市鶴賀（西鶴賀町）・つるが(にしつるがまち)

　　３８０-０８１１・長野県長野市鶴賀（東鶴賀町）・つるが(ひがしつるがまち)

　　３８０-０８１３・長野県長野市鶴賀（緑町）・つるが(みどりちよう)

　　３８０-０８２２・長野県長野市鶴賀（南千歳町）・つるが(みなみちとせまち)

　　３８０-０９０３・長野県長野市鶴賀（峰村）・つるが(みねむら)

　　３８０-０８３４・長野県長野市問御所町・といごしよまち

　　３８１-４１０１・長野県長野市戸隠・とがくじ

　　３８１-４１０３・長野県長野市戸隠祖山・とがくしそやま

　　３８１-４１０４・長野県長野市戸隠栃原・とがくしとちわら

　　３８１-４１０２・長野県長野市戸隠豊岡・とがくしとよおか

　　３８１-００４１・長野県長野市徳間・とくま

　　３８０-０８８２・長野県長野市富田・とみだ

　　３８１-０００６・長野県長野市富竹・とみたけ

　　３８９-１１０４・長野県長野市豊野町浅野・とよのまちあさの

　　３８９-１１０６・長野県長野市豊野町石・とよのまちいじ

　　３８９-１１０２・長野県長野市豊野町大倉・とよのまちおおくら

　　３８９-１１０３・長野県長野市豊野町蟹沢・とよのまちかにさわ

　　３８９-１１０１・長野県長野市豊野町川谷・とよのまちかわたに

　　３８９-１１０５・長野県長野市豊野町豊野・とよのまちとよの



　　３８９-１１０７・長野県長野市豊野町南郷・とよのまちみなみごう

　　３８１-００４４・長野県長野市中越・なかごえ

　　３８０-０９３５・長野県長野市中御所・なかごしよ

　　３８０-０９３４・長野県長野市中御所町・なかごしよまち

　　３８１-３２０３・長野県長野市中条・なかじよう

　　３８１-３２０２・長野県長野市中条日下野・なかじようくさがの

　　３８１-３２０５・長野県長野市中条住良木・なかじようすめらぎ

　　３８１-３２０１・長野県長野市中条日高・なかじようひだか

　　３８１-３２０４・長野県長野市中条御山里・なかじようみやまさ

　　３８１-００７４・長野県長野市中曽根・なかぞね

　　３８０-０８４３・長野県長野市長門町・ながとちよう

　　３８０-０９０６・長野県長野市七瀬・ななせ

　　３８０-０９０４・長野県長野市七瀬中町・ななせなかまち

　　３８０-０９０５・長野県長野市七瀬南部・ななせなんぶ

　　３８１-３１６４・長野県長野市七二会乙・なにあいおつ

　　３８１-３１６３・長野県長野市七二会己・なにあいき

　　３８１-３１６５・長野県長野市七二会甲・なにあいこう

　　３８１-３１６１・長野県長野市七二会丁・なにあいてい

　　３８１-３１６６・長野県長野市七二会丙・なにあいへい

　　３８１-３１６２・長野県長野市七二会戊・なにあいほﾞ

　　３８１-００３１・長野県長野市西尾張部・にしおわりべ

　　３８０-０８４５・長野県長野市西後町・にしごちよう

　　３８１-００８３・長野県長野市西三才・にしさんさい

　　３８０-０８１４・長野県長野市西鶴賀町・にしつるがまち

　　３８０-０８７１・長野県長野市西長野,5・ にしながの

　　３８０-０８５７・長野県長野市西之門町・にしのもんちよう

　　３８０-０８４２・長野県長野市西町・にしまち

　　３８１-００３７・長野県長野市西和田・にしわだ

　　３８０-０８０１・長野県長野市箱清水・はこしみず

　　３８０-０８６５・長野県長野市花咲町・はなさきちよう

　　３８０-０８３２・長野県長野市東後町・ひがしごちよう

　　３８８-８００１・長野県長野市東犀南・ひがしさいなみ

　　３８０-０８１１・長野県長野市東鶴賀町・ひがしつるがまち

　　３８０-０８５２・長野県長野市東之門町・ひがしのもんちよう

　　３８０-０８３１・長野県長野市東町・ひがしまち

　　３８１-００３８・長野県長野市東和田・ひがしわだ

　　３８０-０９４７・長野県長野市平柴・ひらしはﾞ

　　３８０-０９４６・長野県長野市平柴台・ひらしはﾞだい

　　３８１-００３６・長野県長野市平林・ひらはﾞやじ

　　３８０-０８８６・長野県長野市広瀬・ひろせ

　　３８１-２２１３・長野県長野市広田・ひろた

　　３８１-０００３・長野県長野市穂保・ほやす

　　３８１-２２０３・長野県長野市真島町川合・ましままちかわい

　　３８１-２２０４・長野県長野市真島町真島・ましままちましま

　　３８１-００２６・長野県長野市松岡・まつおか

　　３８１-１２２６・長野県長野市松代温泉・まつしろおんせん

　　３８１-１２３４・長野県長野市松代町岩野・まつしろまちいわの

　　３８１-１２１１・長野県長野市松代町大室・まつしろまちおおむろ

　　３８１-１２１３・長野県長野市松代町小島田・まつしろまちおしまだ

　　３８１-１２３３・長野県長野市松代町清野・まつしろまちきよの

　　３８１-１２１４・長野県長野市松代町柴・まつしろまちしはﾞ

　　３８１-１２２４・長野県長野市松代町城東・まつしろまちじようとう

　　３８１-１２３５・長野県長野市松代町城北・まつしろまちじようほく

　　３８１-１２２２・長野県長野市松代町豊栄・まつしろまちとよさか

　　３８１-１２３２・長野県長野市松代町西条・まつしろまちにしじよう

　　３８１-１２１５・長野県長野市松代町西寺尾・まつしろまちにしてらお

　　３８１-１２２１・長野県長野市松代町東条・まつしろまちひがしじよう

　　３８１-１２２５・長野県長野市松代町東寺尾・まつしろまちひがしてらお

　　３８１-１２１２・長野県長野市松代町牧島・まつしろまちまきしま

　　３８１-１２３１・長野県長野市松代町松代・まつしろまちまつしろ

　　３８１-００２２・長野県長野市大豆島・まめじま

　　３８１-００５２・長野県長野市檀田・まゆみだ

　　３８８-８０１３・長野県長野市みこと川・みことがわ

　　３８１-００７６・長野県長野市三ツ出・みつで

　　３８０-０８１３・長野県長野市緑町・みどりちよう

　　３８１-１２２３・長野県長野市皆神台・みなかみだい

　　３８０-０８３６・長野県長野市南県町・みなみあがたまち

　　３８０-０８２４・長野県長野市南石堂町・みなみいしどうちよう

　　３８１-００３３・長野県長野市南高田・みなみたかだ

　　３８０-０８２３・長野県長野市南千歳・みなみちとせ



　　３８０-０８２２・長野県長野市南千歳町・みなみちとせまち

　　３８１-００２４・長野県長野市南長池・みなみながいけ

　　３８０-０８３７・長野県長野市南長野（幅下）・みなみながの(ははﾞした)

　　３８１-００１６・長野県長野市南堀・みなみほり

　　３８０-０９５２・長野県長野市宮沖・みやおき

　　３８０-０８０３・長野県長野市三輪・みわ

　　３８０-０８１６・長野県長野市三輪田町・みわたまち

　　３８１-００１１・長野県長野市村山・むらやま

　　３８０-０８７４・長野県長野市茂菅・もすげ

　　３８０-０８５１・長野県長野市元善町・

　　３８１-００５５・長野県長野市屋敷田・やしきだ

　　３８１-００２１・長野県長野市屋島・やしま

　　３８１-００１２・長野県長野市柳原・やなぎはら

　　３８０-０８０５・長野県長野市柳町・やなぎまち

　　３８０-０８７６・長野県長野市山田中・やまだなか

　　３８０-０８６１・長野県長野市横沢町・よこさわちよう

　　３８０-０８５６・長野県長野市横町・よこまち

　　３８０-０８０７・長野県長野市横山・よこやま

　　３８１-００８８・長野県長野市吉・よじ

　　３８１-００４３・長野県長野市吉田・よしだ

　　３８０-０８０６・長野県長野市淀ケ橋・よどがはﾞじ

　　３８０-０９２８・長野県長野市若里・わかさと

　　３８１-００８４・長野県長野市若槻東条・わかつきひがしじよう

　　３８１-００５１・長野県長野市若槻団地・わかつきだんち

　　３８１-００８９・長野県長野市若槻西条・わかつきにしじよう

　　３８１-０１０３・長野県長野市若穂川田・わかほかわだ

　　３８１-０１０２・長野県長野市若穂保科・わかほほしな

　　３８１-０１０１・長野県長野市若穂綿内・わかほわたうち

　　３８１-２２０１・長野県長野市若穂牛島（１２９８～１８３５)・わかほうしじま

　　３８１-０１０４・長野県長野市若穂牛島（その他）・わかほうしじま(そのた)

　　３８０-０８４７・長野県長野市若松町・わかまつちよう

　　３８１-００３２・長野県長野市若宮・わかみや

　　３９９-００００・長野県松本市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３９９-７４０２・長野県松本市会田・あいだ

　　３９０-０８１２・長野県松本市県・あがた

　　３９９-７４１５・長野県松本市赤怒田・あかぬた

　　３９０-０８０２・長野県松本市旭・あさひ

　　３９０-０３０３・長野県松本市浅間温泉・あさまおんせん

　　３９０-１７０２・長野県松本市梓川梓・あずさがわあずさ

　　３９０-１７０３・長野県松本市梓川上野・あずさがわうえの

　　３９０-１７０１・長野県松本市梓川倭・あずさがわやまと

　　３９０-１５０４・長野県松本市安曇（稲核）・あつﾞみ(いねこき)

　　３９０-１５０１・長野県松本市安曇（大野田）・あつﾞみ(おおのた)

　　３９０-１５１６・長野県松本市安曇（上高地）・あつﾞみ(かみこうち)

　　３９０-１５１４・長野県松本市安曇（沢渡）・あつﾞみ(さわんど)

　　３９０-１５０２・長野県松本市安曇（島々）・あつﾞみ(しましま)

　　３９０-１５１５・長野県松本市安曇（白骨）・あつﾞみ(しらほね)

　　３９０-１５１３・長野県松本市安曇（鈴蘭）・あつﾞみ(すずらん)

　　３９０-１５１１・長野県松本市安曇（千石平）・あつﾞみ(せんごくだいら)

　　３９０-１５１２・長野県松本市安曇（楢ノ木）・あつﾞみ(ならのき)

　　３９０-１５０３・長野県松本市安曇（橋場）・あつﾞみ(はしはﾞ)

　　３９０-１５０６・長野県松本市安曇（番所）・あつﾞみ(はﾞんどころ)

　　３９０-１５０７・長野県松本市安曇（宮の原）・あつﾞみ(みやのはら)

　　３９０-１５２０・長野県松本市安曇（その他）・あつﾞみ(そのた)

　　３９９-７４０３・長野県松本市穴沢・あなざわ

　　３９０-０８６１・長野県松本市蟻ケ崎・ありがさき

　　３９０-０８６７・長野県松本市蟻ケ崎台・ありがさきだい

　　３９０-０８３１・長野県松本市井川城・いがわじよう

　　３９０-０８４５・長野県松本市石芝（１、２丁目）・いししはﾞ(１､２)

　　３９９-０００７・長野県松本市石芝（３、４丁目）・いししはﾞ(３､４)

　　３９９-７４０５・長野県松本市板場・いたはﾞ

　　３９９-０００４・長野県松本市市場・いちはﾞ

　　３９０-０８２７・長野県松本市出川・いでがわ

　　３９０-０８２６・長野県松本市出川町・いでがわまち

　　３９０-１１３１・長野県松本市今井・いまい

　　３９０-０２２２・長野県松本市入山辺・いりやまべ

　　３９０-０８１３・長野県松本市埋橋・うずはじ

　　３９９-００２３・長野県松本市内田・うちだ

　　３９０-０８７４・長野県松本市大手・おおて

　　３９０-０３０４・長野県松本市大村・おおむら



　　３９０-０３１４・長野県松本市岡田伊深・おかだいぶか

　　３９０-０３１３・長野県松本市岡田下岡田・おかだしもおかだ

　　３９０-０３１５・長野県松本市岡田町・おかだまち

　　３９０-０３１２・長野県松本市岡田松岡・おかだまつおか

　　３９０-０８７６・長野県松本市開智・かいち

　　３９９-７４１３・長野県松本市金山町・かなやままち

　　３９０-０８３７・長野県松本市鎌田・かまだ

　　３９９-７４１７・長野県松本市刈谷原町・かりやはらまち

　　３９０-０８２２・長野県松本市神田・かんだ

　　３９０-１２４３・長野県松本市神林・かんはﾞやじ

　　３９０-０８７２・長野県松本市北深志・きたふかじ

　　３９０-０８７１・長野県松本市桐・きり

　　３９０-１１３２・長野県松本市空港東・くうこうひがじ

　　３９９-７４０１・長野県松本市五常・ごじよう

　　３９９-００２４・長野県松本市寿小赤・ことぶきこあか

　　３９９-００１２・長野県松本市寿白瀬渕・ことぶきしらせぶち

　　３９９-００２５・長野県松本市寿台・ことぶきだい

　　３９９-００２１・長野県松本市寿豊丘・ことぶきとよおか

　　３９９-００１１・長野県松本市寿北・ことぶききた

　　３９９-００２６・長野県松本市寿中・ことぶきなか

　　３９９-００２７・長野県松本市寿南・ことぶきみなみ

　　３９９-００３９・長野県松本市小屋北・こやきた

　　３９９-００３８・長野県松本市小屋南・こやみなみ

　　３９９-００３３・長野県松本市笹賀・ささが

　　３９０-０８４７・長野県松本市笹部・ささべ

　　３９０-０２２１・長野県松本市里山辺・さとやまべ

　　３９０-０８７７・長野県松本市沢村・さわむら

　　３９０-０３０１・長野県松本市稲倉・しなぐら

　　３９９-８２５１・長野県松本市島内（９８２０）・しまうち

　　３９９-８２５１・長野県松本市島内（９８２１）・しまうち

　　３９９-８２５１・長野県松本市島内（９８２３～９８３０）・しまうち

　　３９９-８２５１・長野県松本市島内（９８６４番地以上）・しまうち

　　３９０-０８５１・長野県松本市島内（その他）・しまうち(そのた)

　　３９０-０８５２・長野県松本市島立・しまだち

　　３９０-０８０５・長野県松本市清水・しみず

　　３９０-０８７５・長野県松本市城西・じようせい

　　３９０-０８０７・長野県松本市城東・じようとう

　　３９０-０８２８・長野県松本市庄内・しようない

　　３９０-０８６６・長野県松本市城山・じようやま

　　３９０-０８６３・長野県松本市白板・しらいた

　　３９０-０８６５・長野県松本市新橋・しんはﾞじ

　　３９０-０３０５・長野県松本市惣社・そうざ

　　３９０-０８４２・長野県松本市征矢野・そやの

　　３９９-７４１８・長野県松本市反町・そりまち

　　３９０-０８３４・長野県松本市高宮中・たかみやなか

　　３９０-０８３５・長野県松本市高宮東・たかみやひがじ

　　３９０-０８４４・長野県松本市高宮西・たかみやにじ

　　３９０-０８４３・長野県松本市高宮南・たかみやみなみ

　　３９０-０８３６・長野県松本市高宮北・たかみやきた

　　３９０-０８１１・長野県松本市中央・ちゆうおう

　　３９０-０８２１・長野県松本市筑摩・つかま

　　３９９-７４１４・長野県松本市殿野入・とののいり

　　３９９-７４０４・長野県松本市取出・とりいで

　　３９９-７４１１・長野県松本市中川・なかがわ

　　３９０-０８１６・長野県松本市中条・なかじよう

　　３９０-０８２３・長野県松本市中山・なかやま

　　３９０-０８２４・長野県松本市中山台・なかやまだい

　　３９０-１６１１・長野県松本市奈川・ながわ

　　３９０-０８４１・長野県松本市渚・なぎさ

　　３９９-７４１６・長野県松本市七嵐・ななあらじ

　　３９０-０８２５・長野県松本市並柳・なみやなぎ

　　３９０-１２４１・長野県松本市新村・にいむら

　　３９９-０００６・長野県松本市野溝西・のみぞにじ

　　３９９-００３４・長野県松本市野溝東・のみぞひがじ

　　３９９-０００５・長野県松本市野溝木工・のみぞもつこう

　　３９０-１４０１・長野県松本市波田・はた

　　３９０-０８１７・長野県松本市巾上・ははﾞうえ

　　３９０-０３１６・長野県松本市原・はら

　　３９９-００１４・長野県松本市平田東・ひらたひがじ

　　３９９-００１５・長野県松本市平田西・ひらたにじ



　　３９０-０８１５・長野県松本市深志・ふかじ

　　３９０-０８３３・長野県松本市双葉・ふたはﾞ

　　３９９-７４１２・長野県松本市保福寺町・ほふくじまち

　　３９０-０３１７・長野県松本市洞・ほら

　　３９０-０８１４・長野県松本市本庄・ほんじよう

　　３９９-００２２・長野県松本市松原・まつはﾞら

　　３９０-０８７３・長野県松本市丸の内・まるのうち

　　３９０-０３０２・長野県松本市三才山・みさやま

　　３９０-０８０１・長野県松本市美須々・みすず

　　３９０-０３１１・長野県松本市水汲・みずくま

　　３９０-０３０６・長野県松本市南浅間・みなみあさま

　　３９０-０８４６・長野県松本市南原・みなみはら

　　３９０-０８３２・長野県松本市南松本・みなみまつもと

　　３９９-０００１・長野県松本市宮田・みやた

　　３９０-０８６２・長野県松本市宮渕・みやぶち

　　３９０-０８６４・長野県松本市宮渕本村・みやぶちほんむら

　　３９９-００３５・長野県松本市村井町北・むらいまちきた

　　３９９-００３７・長野県松本市村井町西・むらいまちにじ

　　３９９-００３６・長野県松本市村井町南・むらいまちみなみ

　　３９０-０８０６・長野県松本市女鳥羽・めとはﾞ

　　３９０-０８０３・長野県松本市元町・もとまち

　　３９０-０８０４・長野県松本市横田・よこた

　　３９９-０００２・長野県松本市芳野・よしの

　　３９０-０８４８・長野県松本市両島・りようしま

　　３９０-１２４２・長野県松本市和田・わだ

　　３８６-００００・長野県上田市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３８６-０１５５・長野県上田市蒼久保・あおくほﾞ

　　３８６-００４１・長野県上田市秋和・あきわ

　　３８６-０４１１・長野県上田市生田・いくた

　　３８６-０１５３・長野県上田市岩下・いわした

　　３８６-０００１・長野県上田市上田・うえだ

　　３８６-１１０２・長野県上田市上田原・うえだはら

　　３８６-０００３・長野県上田市上野・うえの

　　３８６-１５４６・長野県上田市浦野・うらの

　　３８６-０００６・長野県上田市漆戸・うるしど

　　３８６-００２４・長野県上田市大手・おおて

　　３８６-０１５２・長野県上田市大屋・おおや

　　３８６-１５４３・長野県上田市岡・おか

　　３８６-０３２３・長野県上田市鹿教湯温泉・かけゆおんせん

　　３８６-１１０３・長野県上田市神畑・かはﾞたけ

　　３８６-１１０８・長野県上田市神畑乙・かはﾞたけおつ

　　３８６-００４２・長野県上田市上塩尻・かみしおじり

　　３８６-０５０８・長野県上田市上武石・かみたけじ

　　３８６-０４０４・長野県上田市上丸子・かみまるこ

　　３８６-１５４１・長野県上田市上室賀・かみむろが

　　３８６-１２１３・長野県上田市古安曽・こあそ

　　３８６-１１０６・長野県上田市小泉・こいずみ

　　３８６-１５４５・長野県上田市越戸・こうど

　　３８６-１３２４・長野県上田市五加・ごか

　　３８６-００１６・長野県上田市国分・こくぶ

　　３８６-０００５・長野県上田市古里・こさと

　　３８６-０４０３・長野県上田市腰越・こしごえ

　　３８６-１３２２・長野県上田市小島・こじま

　　３８６-００３３・長野県上田市御所・ごしよ

　　３８６-００３１・長野県上田市小牧・こまき

　　３８６-００１４・長野県上田市材木町・ざいもくちよう

　　３８６-２２０１・長野県上田市真田町長・さなだまちおさ

　　３８６-２２０３・長野県上田市真田町傍陽・さなだまちそえひ

　　３８６-２２０２・長野県上田市真田町本原・さなだまちもとはら

　　３８６-０４０１・長野県上田市塩川・しおかわ

　　３８６-００４３・長野県上田市下塩尻・しもしおじり

　　３８６-０５０３・長野県上田市下武石・しもたけじ

　　３８６-１２１１・長野県上田市下之郷・しものごう

　　３８６-１２１４・長野県上田市下之郷乙・しものごうおつ

　　３８６-１１０１・長野県上田市下之条・しものじよう

　　３８６-０４０６・長野県上田市下丸子・しもまるこ

　　３８６-１５４２・長野県上田市下室賀・しもむろが

　　３８６-１４３５・長野県上田市十人・じゆうにん

　　３８６-１４３４・長野県上田市新町・しんまち

　　３８６-２２０４・長野県上田市菅平高原・すがだいらこうげん



　　３８６-０００２・長野県上田市住吉・すみよじ

　　３８６-００３２・長野県上田市諏訪形・すわがた

　　３８６-０５０２・長野県上田市武石沖・たけしおき

　　３８６-０５０４・長野県上田市武石小沢根・たけしおざわね

　　３８６-０５０７・長野県上田市武石上本入・たけしかみほんいり

　　３８６-０５０６・長野県上田市武石下本入・たけししもほんいり

　　３８６-０５０１・長野県上田市武石鳥屋・たけしとや

　　３８６-０５０５・長野県上田市武石余里・たけしより

　　３８６-００１２・長野県上田市中央・ちゆうおう

　　３８６-００１３・長野県上田市中央東・ちゆうおうひがじ

　　３８６-００２３・長野県上田市中央西・ちゆうおうにじ

　　３８６-００１１・長野県上田市中央北・ちゆうおうきた

　　３８６-１１０７・長野県上田市築地・ついじ

　　３８６-１４３３・長野県上田市手塚・てつﾞか

　　３８６-００２５・長野県上田市天神・てんじん

　　３８６-００１５・長野県上田市常入・ときいり

　　３８６-００１８・長野県上田市常田・ときだ

　　３８６-００２７・長野県上田市常磐城・ときわぎ

　　３８６-０００４・長野県上田市殿城・とのしろ

　　３８６-０４０７・長野県上田市長瀬・ながせ

　　３８６-１３２５・長野県上田市中野・なかの

　　３８６-００３４・長野県上田市中之条・なかのじよう

　　３８６-０４０５・長野県上田市中丸子・なかまるこ

　　３８６-１５４４・長野県上田市仁古田・にこだ

　　３８６-０３２２・長野県上田市西内・にしうち

　　３８６-００２６・長野県上田市二の丸・にのまる

　　３８６-１４３７・長野県上田市野倉・のぐら

　　３８６-０１５６・長野県上田市林之郷・はやしのごう

　　３８６-０４１３・長野県上田市東内・ひがしうち

　　３８６-０３２１・長野県上田市平井・ひらい

　　３８６-１１０４・長野県上田市福田・ふくた

　　３８６-１２１２・長野県上田市富士山・ふじやま

　　３８６-０４０２・長野県上田市藤原田・ふじわらだ

　　３８６-００１７・長野県上田市踏入・ふみいり

　　３８６-１４３１・長野県上田市別所温泉・べつしよおんせん

　　３８６-１３２１・長野県上田市保野・ほや

　　３８６-１３２３・長野県上田市本郷・ほんごう

　　３８６-１３２６・長野県上田市舞田・まいた

　　３８６-１４３６・長野県上田市前山・まえやま

　　３８６-０４１２・長野県上田市御嶽堂・みたけどう

　　３８６-００２２・長野県上田市緑が丘・みどりがおか

　　３８６-０４０８・長野県上田市本海野・もとうんの

　　３８６-１３２７・長野県上田市八木沢・やぎさわ

　　３８６-１４３２・長野県上田市山田・やまだ

　　３８６-０１５１・長野県上田市芳田・よしだ

　　３８６-１１０５・長野県上田市吉田・よしだ

　　３９４-００００・長野県岡谷市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３９４-００９１・長野県岡谷市岡谷市の次に番地がくる場合・つぎにはﾞんち

　　３９４-０００２・長野県岡谷市赤羽・あかはね

　　３９４-００５３・長野県岡谷市芦ノ沢・あしのさわ

　　３９４-０００１・長野県岡谷市今井・いまい

　　３９４-００５５・長野県岡谷市内山・うちやま

　　３９４-００５１・長野県岡谷市塩嶺・えんれい

　　３９４-００４３・長野県岡谷市御倉町・おくらちよう

　　３９４-００１１・長野県岡谷市長地・おさち

　　３９４-００８９・長野県岡谷市長地出早・おさちいずはや

　　３９４-００８４・長野県岡谷市長地片間町・おさちかたまちよう

　　３９４-００８２・長野県岡谷市長地御所・おさちごしよ

　　３９４-００８５・長野県岡谷市長地小萩・おさちこはぎ

　　３９４-００８１・長野県岡谷市長地権現町・おさちごんげんちよう

　　３９４-００８７・長野県岡谷市長地鎮・おさちしずめ

　　３９４-００８３・長野県岡谷市長地柴宮・おさちしはﾞみや

　　３９４-００８８・長野県岡谷市長地梨久保・おさちなしくほﾞ

　　３９４-００８６・長野県岡谷市長地源・おさちみなもと

　　３９４-０００３・長野県岡谷市加茂町・かもちよう

　　３９４-００４８・長野県岡谷市川岸上・かわぎしかみ

　　３９４-００４７・長野県岡谷市川岸中・かわぎしなか

　　３９４-００４５・長野県岡谷市川岸東・かわぎしひがじ

　　３９４-００４６・長野県岡谷市川岸西・かわぎしにじ

　　３９４-００２２・長野県岡谷市銀座・ぎんざ



　　３９４-００２１・長野県岡谷市郷田・ごうだ

　　３９４-００３４・長野県岡谷市湖畔・こはん

　　３９４-００２９・長野県岡谷市幸町・さいわいちよう

　　３９４-０００４・長野県岡谷市神明町・しんめいちよう

　　３９４-００２５・長野県岡谷市大栄町・だいえいちよう

　　３９４-００３１・長野県岡谷市田中町・たなかちよう

　　３９４-００２７・長野県岡谷市中央町・ちゆうおうちよう

　　３９４-００２６・長野県岡谷市塚間町・つかまちよう

　　３９４-００３５・長野県岡谷市天竜町・てんりゆうちよう

　　３９４-００４２・長野県岡谷市成田町・なるたちよう

　　３９４-００３３・長野県岡谷市南宮・なんぐう

　　３９４-００５２・長野県岡谷市西林・にしはﾞやじ

　　３９４-００５４・長野県岡谷市半ノ木・はんのき

　　３９４-００２３・長野県岡谷市東銀座・ひがしぎんざ

　　３９４-００５６・長野県岡谷市樋沢・ひざわ

　　３９４-００２４・長野県岡谷市堀ノ内・ほりのうち

　　３９４-００２８・長野県岡谷市本町・ほんちよう

　　３９４-００４４・長野県岡谷市湊・みなと

　　３９４-０００５・長野県岡谷市山下町・やましたちよう

　　３９４-００４１・長野県岡谷市山手町・やまてちよう

　　３９４-００５３・長野県岡谷市ヨギトギ沢・よぎとぎさわ

　　３９４-００３２・長野県岡谷市若宮・わかみや

　　３９５-００００・長野県飯田市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３９５-００７２・長野県飯田市曙町・あけほﾞのちよう

　　３９５-００５５・長野県飯田市旭町・あさひまち

　　３９５-００８５・長野県飯田市吾妻町・あずまちよう

　　３９５-００３６・長野県飯田市愛宕町・あたごちよう

　　３９５-０１５２・長野県飯田市育良町・いくらちよう

　　３９９-２４３４・長野県飯田市伊豆木・いずき

　　３９５-００７１・長野県飯田市今宮町・いまみやちよう

　　３９５-００２３・長野県飯田市江戸浜町・えどはまちよう

　　３９５-００１５・長野県飯田市江戸町・えどまち

　　３９５-００４６・長野県飯田市扇町・おうぎまち

　　３９５-００３４・長野県飯田市追手町・おうてまち

　　３９５-００５３・長野県飯田市大久保町・おおくほﾞちよう

　　３９５-０１５７・長野県飯田市大瀬木・おおせぎ

　　３９５-００５６・長野県飯田市大通・おおどおり

　　３９５-００６８・長野県飯田市大休・おおやすみ

　　３９５-００２８・長野県飯田市長姫町・おさひめちよう

　　３９５-０８０５・長野県飯田市鼎一色・かなえいつしき

　　３９５-０８０８・長野県飯田市鼎上茶屋・かなえかみちやや

　　３９５-０８０２・長野県飯田市鼎下茶屋・かなえしもちやや

　　３９５-０８０６・長野県飯田市鼎上山・かなえかみやま

　　３９５-０８０３・長野県飯田市鼎下山・かなえしもやま

　　３９５-０８０７・長野県飯田市鼎切石・かなえきりいじ

　　３９５-０８０１・長野県飯田市鼎中平・かなえなかだいら

　　３９５-０８０４・長野県飯田市鼎名古熊・かなえなごくま

　　３９５-０８１７・長野県飯田市鼎東鼎・かなえひがしかなえ

　　３９５-００２６・長野県飯田市鼎西鼎・かなえにしかなえ

　　３９９-２５６４・長野県飯田市上川路・かみかわじ

　　３９５-０００２・長野県飯田市上郷飯沼・かみさといいぬま

　　３９５-０００３・長野県飯田市上郷別府・かみさとべつふﾟ

　　３９５-０００４・長野県飯田市上郷黒田・かみさとくろだ

　　３９５-０１５３・長野県飯田市上殿岡・かみとのおか

　　３９９-２６１１・長野県飯田市上久堅・かみひさかた

　　３９９-２６１２・長野県飯田市上久堅戊・かみひさかたほﾞ

　　３９９-１４０３・長野県飯田市上村・かみむら

　　３９９-２４３１・長野県飯田市川路・かわじ

　　３９５-０１５１・長野県飯田市北方・きたがた

　　３９９-２５６５・長野県飯田市桐林・きりはﾞやじ

　　３９５-００３１・長野県飯田市銀座・ぎんざ

　　３９５-０２４１・長野県飯田市久米・くめ

　　３９５-０８１３・長野県飯田市毛賀・けが

　　３９５-００１３・長野県飯田市小伝馬町・こでんまちよう

　　３９５-００１４・長野県飯田市桜町・さくらまち

　　３９５-０００１・長野県飯田市座光寺・ざこうじ

　　３９９-２５６６・長野県飯田市嶋・しま

　　３９９-２４３２・長野県飯田市下瀬・しもぜ

　　３９５-０１５４・長野県飯田市下殿岡・しもとのおか

　　３９９-２６０６・長野県飯田市下久堅稲葉・しもひさかたいなはﾞ



　　３９９-２６０４・長野県飯田市下久堅柿野沢・しもひさかたかきのさわ

　　３９９-２６０５・長野県飯田市下久堅小林・しもひさかたこはﾞやじ

　　３９９-２６０２・長野県飯田市下久堅下虎岩・しもひさかたしもとらいわ

　　３９９-２６０３・長野県飯田市下久堅知久平・しもひさかたちくだいら

　　３９９-２６０７・長野県飯田市下久堅南原・しもひさかたみなはﾞら

　　３９５-００６１・長野県飯田市正永町・しようえいちよう

　　３９５-００８４・長野県飯田市鈴加町・すずかちよう

　　３９５-００６２・長野県飯田市砂払町・すなはらいちよう

　　３９５-００１８・長野県飯田市諏訪町・すわちよう

　　３９５-００１２・長野県飯田市大王路・だいおうじ

　　３９５-００１１・長野県飯田市大門町・だいもんちよう

　　３９５-００５１・長野県飯田市高羽町・たかはちよう

　　３９５-００４８・長野県飯田市滝の沢・たきのさわ

　　３９５-０２４２・長野県飯田市竹佐・たけさ

　　３９９-２５６１・長野県飯田市駄科・だしな

　　３９９-２２２１・長野県飯田市龍江・たつえ

　　３９９-２４３３・長野県飯田市立石・たていじ

　　３９５-００３２・長野県飯田市主税町・ちからまち

　　３９５-００４５・長野県飯田市知久町・ちくまち

　　３９９-２２２３・長野県飯田市千栄・ちはえ

　　３９５-００４１・長野県飯田市中央通り・ちゆうおうどおり

　　３９９-２２２２・長野県飯田市千代・ちよ

　　３９５-００１６・長野県飯田市伝馬町・てんまちよう

　　３９５-００２４・長野県飯田市東栄町・とうえいちよう

　　３９５-００１７・長野県飯田市東新町・とうしんちよう

　　３９５-００８６・長野県飯田市東和町・

　　３９５-００４３・長野県飯田市通り町・とおりまち

　　３９９-２５６３・長野県飯田市時又・ときまた

　　３９５-００３３・長野県飯田市常盤町・ときわまち

　　３９９-２６０１・長野県飯田市虎岩・とらいわ

　　３９５-００２１・長野県飯田市仲ノ町・なかのちよう

　　３９５-０１５６・長野県飯田市中村・なかむら

　　３９９-２５６２・長野県飯田市長野原・ながのはら

　　３９５-００８３・長野県飯田市錦町・にしきちよう

　　３９５-００２９・長野県飯田市二本松・にほんまつ

　　３９５-００７６・長野県飯田市白山町・はくさんちよう

　　３９５-００７５・長野県飯田市白山通り・はくさんどおり

　　３９５-０２４３・長野県飯田市箱川・はこがわ

　　３９５-００６６・長野県飯田市羽場赤坂・ははﾞあかさか

　　３９５-００６５・長野県飯田市羽場上河原・ははﾞかみがわら

　　３９５-００６７・長野県飯田市羽場権現・ははﾞごんげん

　　３９５-００７３・長野県飯田市羽場坂町・ははﾞざかちよう

　　３９５-００６３・長野県飯田市羽場町・ははﾞちよう

　　３９５-００６４・長野県飯田市羽場仲畑・ははﾞなかはた

　　３９５-００２７・長野県飯田市馬場町・はﾞはﾞんちよう

　　３９５-００２２・長野県飯田市浜井町・はまいちよう

　　３９５-００２５・長野県飯田市東中央通り・ひがしちゆうおうどおり

　　３９５-００４４・長野県飯田市本町・ほんまち

　　３９５-０８１１・長野県飯田市松尾上溝・まつおあげみぞ

　　３９５-０８２１・長野県飯田市松尾新井・まつおあらい

　　３９５-０８２４・長野県飯田市松尾清水・まつおしみず

　　３９５-０８１２・長野県飯田市松尾代田・まつおしろだ

　　３９５-０８２５・長野県飯田市松尾城・まつおじよう

　　３９５-０８２２・長野県飯田市松尾寺所・まつおてらどこ

　　３９５-０８１５・長野県飯田市松尾常盤台・まつおときわだい

　　３９５-０８１６・長野県飯田市松尾久井・まつおひさい

　　３９５-００４２・長野県飯田市松尾町・まつおまち

　　３９５-０８２６・長野県飯田市松尾水城・まつおみさじろ

　　３９５-０８２３・長野県飯田市松尾明・まつおみよう

　　３９５-００７４・長野県飯田市松川町・まつかわちよう

　　３９５-００７７・長野県飯田市丸山町・まるやまちよう

　　３９５-００３５・長野県飯田市水の手町・みずのてちよう

　　３９５-０１５５・長野県飯田市三日市場・みつかいちはﾞ

　　３９９-１４０１・長野県飯田市南信濃木沢・みなみしなのきざわ

　　３９９-１２２１・長野県飯田市南信濃南和田（万古）・みなみしなのみなみわだ(まんご)

　　３９９-１３１３・長野県飯田市南信濃南和田（その他）・みなみしなのみなみわだ(そのた)

　　３９９-１３１２・長野県飯田市南信濃八重河内・みなみしなのやえごうち

　　３９９-１３１１・長野県飯田市南信濃和田・みなみしなのわだ

　　３９５-００３７・長野県飯田市南常盤町・みなみときわまち

　　３９５-００５４・長野県飯田市箕瀬町・みのぜちよう



　　３９５-００８１・長野県飯田市宮ノ上・みやのうえ

　　３９５-００８２・長野県飯田市宮の前・みやのまえ

　　３９５-００５２・長野県飯田市元町・もとまち

　　３９５-０２４４・長野県飯田市山本・やまもと

　　３９５-０２４５・長野県飯田市山本二ツ山団地・やまもとふたつやまだんち

　　３９５-０８１４・長野県飯田市八幡町・やわたまち

　　３９２-００００・長野県諏訪市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３９２-００１１・長野県諏訪市赤羽根・あかはね

　　３９２-００２６・長野県諏訪市大手・おおて

　　３９２-０００５・長野県諏訪市岡村・おかむら

　　３９２-００１３・長野県諏訪市沖田町・おきたまち

　　３９２-０００１・長野県諏訪市大和・おわ

　　３９２-００２１・長野県諏訪市上川・かみがわ

　　３９２-０００３・長野県諏訪市上諏訪・かみすわ

　　３９２-０００８・長野県諏訪市霧ケ峰・きりがみね

　　３９２-００２７・長野県諏訪市湖岸通り・こがんどおり

　　３９２-０１３１・長野県諏訪市湖南・こなみ

　　３９２-００２４・長野県諏訪市小和田・こわた

　　３９２-００２３・長野県諏訪市小和田南・こわたみなみ

　　３９２-００１２・長野県諏訪市四賀・しが

　　３９２-００１０・長野県諏訪市渋崎・しぶさき

　　３９２-０００７・長野県諏訪市清水・しみず

　　３９２-００１７・長野県諏訪市城南・じようなん

　　３９２-００２５・長野県諏訪市末広・すえひろ

　　３９２-０００９・長野県諏訪市杉菜池・すぎないけ

　　３９２-０００４・長野県諏訪市諏訪・すわ

　　３９２-００２２・長野県諏訪市高島・たかしま

　　３９２-００１６・長野県諏訪市豊田・とよだ

　　３９２-００１５・長野県諏訪市中洲・なかす

　　３９２-００１４・長野県諏訪市南町・みなみまち

　　３９２-０００６・長野県諏訪市元町・もとまち

　　３９２-０００２・長野県諏訪市湯の脇・ゆのわき

　　３８２-００００・長野県須坂市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３８２-００６５・長野県須坂市相之島・あいのしま

　　３８２-０００３・長野県須坂市旭ケ丘・あさひがおか

　　３８２-００４５・長野県須坂市井上・いのうえ

　　３８２-００１７・長野県須坂市相森町・おおもりまち

　　３８２-００１２・長野県須坂市大谷町・おおやまち

　　３８２-００７１・長野県須坂市小河原町・おがわらちよう

　　３８２-００２５・長野県須坂市大日向町・おびなたまち

　　３８２-００８３・長野県須坂市上中町・かみなかまち

　　３８２-００４４・長野県須坂市上八町・かみはつちよう

　　３８２-００３３・長野県須坂市亀倉町・かめくらちよう

　　３８２-００２８・長野県須坂市臥竜・がりゆう

　　３８２-００８４・長野県須坂市上町・かんまち

　　３８２-００６１・長野県須坂市北相之島町・きたあいのしまちよう

　　３８２-０００２・長野県須坂市北旭ケ丘町・きたあさひがおかちよう

　　３８２-００９２・長野県須坂市北原町・きたはらちよう

　　３８２-００７７・長野県須坂市北横町・きたよこまち

　　３８２-００４８・長野県須坂市九反田町・くたんだまち

　　３８２-００４７・長野県須坂市幸高町・こうたかまち

　　３８２-００５３・長野県須坂市五閑町・ごかんまち

　　３８２-００８５・長野県須坂市穀町・こくまち

　　３８２-００６２・長野県須坂市小島町・こじままち

　　３８２-００２６・長野県須坂市坂田町・さかだまち

　　３８２-００５２・長野県須坂市塩川町・しおがわまち

　　３８２-００２４・長野県須坂市塩野町・しおのまち

　　３８２-００４３・長野県須坂市下八町・しもはつちよう

　　３８２-０００５・長野県須坂市新田町・しんでんちよう

　　３８２-００１４・長野県須坂市新町・しんまち

　　３８２-００７５・長野県須坂市須坂ハイランド町・すざかはいらんどまち

　　３８２-００９９・長野県須坂市墨坂・すみさか

　　３８２-００９８・長野県須坂市墨坂南・すみさかみなみ

　　３８２-００１５・長野県須坂市太子町・たいしまち

　　３８２-００５４・長野県須坂市高梨町・たかなしまち

　　３８２-００１６・長野県須坂市高橋町・たかはしまち

　　３８２-０００４・長野県須坂市高畑町・たかはﾞたけまち

　　３８２-００９１・長野県須坂市立町・たつまち

　　３８２-００７３・長野県須坂市田の神町・たのかみまち

　　３８２-００１３・長野県須坂市常盤町・ときわちよう



　　３８２-００２２・長野県須坂市豊丘上町・とよおかかみまち

　　３８２-００２１・長野県須坂市豊丘町・とよおかまち

　　３８２-００６６・長野県須坂市豊島町・とよしままち

　　３８２-００５５・長野県須坂市中島町・なかじままち

　　３８２-００８２・長野県須坂市中町・なかまち

　　３８２-００３２・長野県須坂市夏端町・なつはﾞたちよう

　　３８２-００６３・長野県須坂市西町・にしまち

　　３８２-００４６・長野県須坂市二睦町・にほﾞくまち

　　３８６-２２１１・長野県須坂市（３１５３－１～３１５３－１１００「峰の原」）・にれいまち

　　３８２-００３４・長野県須坂市仁礼町（その他）・にれいまち(そのた)

　　３８２-００６４・長野県須坂市沼目町・ぬまめまち

　　３８２-００３７・長野県須坂市野辺町・のべまち

　　３８２-００７６・長野県須坂市馬場町・はﾞはﾞちよう

　　３８２-００７４・長野県須坂市春木町・はるきまち

　　３８２-０００６・長野県須坂市光ケ丘ニュータウン・ひかりがおかにゆｰたうん

　　３８２-００８７・長野県須坂市東横町・ひがしよこまち

　　３８２-００５６・長野県須坂市福島町・ふくじままち

　　３８２-００４２・長野県須坂市望岳台・ほﾞうがくだい

　　３８２-００８６・長野県須坂市本上町・ほんかんまち

　　３８２-００１１・長野県須坂市本郷町・ほんごうまち

　　３８２-０００１・長野県須坂市松川町・まつかわまち

　　３８２-００７２・長野県須坂市南小河原町・みなみおがわらまち

　　３８２-００２７・長野県須坂市南原町・みなみはらまち

　　３８２-００９７・長野県須坂市南横町・みなみよこまち

　　３８２-００３６・長野県須坂市明徳町・みようとくまち

　　３８２-００３１・長野県須坂市村石町・むらいしまち

　　３８２-００５７・長野県須坂市村山町・むらやままち

　　３８２-００５１・長野県須坂市八重森町・やえもりまち

　　３８２-００９４・長野県須坂市屋部町・やぶまち

　　３８２-００８１・長野県須坂市横町・よこまち

　　３８２-００２３・長野県須坂市米子町・よなこまち

　　３８２-００４１・長野県須坂市米持町・よなもちまち

　　３８４-００００・長野県小諸市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３８４-００２５・長野県小諸市相生町・あいおいちよう

　　３８４-００１１・長野県小諸市赤坂・あかさか

　　３８４-００２１・長野県小諸市天池・あまいけ

　　３８４-００６２・長野県小諸市荒堀・あらほり

　　３８４-００１４・長野県小諸市荒町・あらまち

　　３８４-００９６・長野県小諸市池ノ前・いけのまえ

　　３８４-００４７・長野県小諸市井子・いこ

　　３８４-００５４・長野県小諸市石峠・いしとうげ

　　３８４-００８３・長野県小諸市市・いち

　　３８４-００３３・長野県小諸市市町・いちまち

　　３８４-００７５・長野県小諸市上ノ平・うえのだいら

　　３８４-００４２・長野県小諸市後平・うしろだいら

　　３８４-００７７・長野県小諸市大杭・おおくい

　　３８４-００７１・長野県小諸市大久保・おおくほﾞ

　　３８４-００３１・長野県小諸市大手・おおて

　　３８４-００３７・長野県小諸市押出・おしだじ

　　３８４-０８０２・長野県小諸市乙・おつ

　　３８４-０００４・長野県小諸市乙女・おとめ

　　３８４-００５５・長野県小諸市柏木・かしわぎ

　　３８４-００６１・長野県小諸市加増・かます

　　３８４-０００２・長野県小諸市唐松・からまつ

　　３８４-０８０５・長野県小諸市己・き

　　３８４-００７６・長野県小諸市久保・くほﾞ

　　３８４-００２４・長野県小諸市熊ノ堂・くまのどう

　　３８４-０８０１・長野県小諸市甲・こう

　　３８４-００３２・長野県小諸市古城・こじよう

　　３８４-０００１・長野県小諸市小原・こはﾞら

　　３８４-００１５・長野県小諸市紺屋町・こんやまち

　　３８４-００１８・長野県小諸市坂ノ上・さかのうえ

　　３８４-０８０６・長野県小諸市塩野・しおの

　　３８４-０８０９・長野県小諸市滋野甲・しげのこう

　　３８４-００２３・長野県小諸市東雲・しののめ

　　３８４-００４６・長野県小諸市芝生田・しほﾞうた

　　３８４-００３４・長野県小諸市新町・しんまち

　　３８４-００８２・長野県小諸市諏訪山・すわやま

　　３８４-００４５・長野県小諸市滝原・たきはﾞら

　　３８４-００２８・長野県小諸市田町・たまち



　　３８４-０００７・長野県小諸市鶴巻・つるまき

　　３８４-０８０４・長野県小諸市丁・てい

　　３８４-００７２・長野県小諸市鴇久保・ときくほﾞ

　　３８４-００３８・長野県小諸市栃木・とちぎ

　　３８４-００７４・長野県小諸市西浦・にしうら

　　３８４-００４４・長野県小諸市西原・にしはﾞら

　　３８４-００４８・長野県小諸市糠地・ぬかち

　　３８４-００６４・長野県小諸市乗瀬・のりせ

　　３８４-００５１・長野県小諸市八満・はちまん

　　３８４-００１６・長野県小諸市八幡町・はちまんちよう

　　３８４-００５２・長野県小諸市東区・ひがしく

　　３８４-０００８・長野県小諸市東小諸・ひがしこもろ

　　３８４-０００３・長野県小諸市東山・ひがしやま

　　３８４-００４１・長野県小諸市菱平・ひしだいら

　　３８４-００９４・長野県小諸市一ツ谷・ひとつや

　　３８４-００６５・長野県小諸市ひばりケ丘・ひはﾞりがおか

　　３８４-００９２・長野県小諸市平原・ひらはら

　　３８４-００５３・長野県小諸市藤塚・ふじつか

　　３８４-００３６・長野県小諸市富士見平・ふじみだいら

　　３８４-０８０３・長野県小諸市丙・へい

　　３８４-００２６・長野県小諸市本町・ほんまち

　　３８４-００２２・長野県小諸市松井・まつい

　　３８４-００９１・長野県小諸市御影・みかげ

　　３８４-０８０８・長野県小諸市御影新田・みかげしんでん

　　３８４-００１７・長野県小諸市三和・みつわ

　　３８４-００１３・長野県小諸市緑ケ丘・みどりがおか

　　３８４-００６３・長野県小諸市南ケ原・みなみがはら

　　３８４-００１２・長野県小諸市南町・みなみちよう

　　３８４-００８１・長野県小諸市御牧ケ原・みまきがはら

　　３８４-００８４・長野県小諸市耳取・みみとり

　　３８４-００７８・長野県小諸市宮沢・みやざわ

　　３８４-０００５・長野県小諸市御幸町・みゆきちよう

　　３８４-００８５・長野県小諸市森山・もりやま

　　３８４-００４３・長野県小諸市諸・もろ

　　３８４-００９５・長野県小諸市谷地原・やちはら

　　３８４-０８０７・長野県小諸市山浦・やまうら

　　３８４-００５６・長野県小諸市四ツ谷・よつや

　　３８４-０００６・長野県小諸市与良町・よらまち

　　３８４-００３５・長野県小諸市両神・りようじん

　　３８４-００２７・長野県小諸市六供・ろつく

　　３８４-００９３・長野県小諸市和田・わだ

　　３９６-００００・長野県伊那市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３９６-００２５・長野県伊那市荒井・あらい

　　３９６-００２８・長野県伊那市荒井内の萱・あらいうちのかや

　　３９６-００２１・長野県伊那市伊那・いな

　　３９６-００１１・長野県伊那市伊那部・いなべ

　　３９６-０００８・長野県伊那市上の原・うえのはら

　　３９６-００３２・長野県伊那市小沢・おざわ

　　３９６-００１２・長野県伊那市上新田・かみしんでん

　　３９６-０００６・長野県伊那市上牧・かみまき

　　３９６-００１４・長野県伊那市狐島・きつねじま

　　３９６-００３３・長野県伊那市小四郎久保・こしろうくほﾞ

　　３９６-００１０・長野県伊那市境・さかい

　　３９６-００２４・長野県伊那市坂下・さかした

　　３９６-００１３・長野県伊那市下新田・しもしんでん

　　３９６-０１１４・長野県伊那市仙美・せんみ

　　３９６-０２１２・長野県伊那市高遠町長藤（１～６５８)・たかとおまちおさふじ

　　３９６-０３０５・長野県伊那市高遠町長藤（その他）・たかとおまちおさふじ(そのた)

　　３９６-０２１５・長野県伊那市高遠町小原・たかとおまちおはﾞら

　　３９６-０２１４・長野県伊那市高遠町勝間・たかとおまちかつま

　　３９６-０２１７・長野県伊那市高遠町上山田・たかとおまちかみやまだ

　　３９６-０３０２・長野県伊那市高遠町芝平・たかとおまちしびら

　　３９６-０２１６・長野県伊那市高遠町下山田・たかとおまちしもやまだ

　　３９６-０２１１・長野県伊那市高遠町西高遠・たかとおまちにしたかとお

　　３９６-０３０３・長野県伊那市高遠町荊口・たかとおまちはﾞらぐち

　　３９６-０２１３・長野県伊那市高遠町東高遠・たかとおまちひがしたかとお

　　３９６-０３０１・長野県伊那市高遠町藤沢・たかとおまちふじさわ

　　３９６-０３０４・長野県伊那市高遠町山室・たかとおまちやまむろ

　　３９６-００１５・長野県伊那市中央・ちゆうおう

　　３９６-０００２・長野県伊那市手良沢岡・てらさわおか



　　３９６-０００４・長野県伊那市手良中坪・てらなかつほﾞ

　　３９６-０００３・長野県伊那市手良野口・てらのぐち

　　３９６-０６２１・長野県伊那市富県・とみがた

　　３９６-００３１・長野県伊那市中の原・なかのはら

　　３９９-４４３１・長野県伊那市西春近・にしはるちか

　　３９６-００２６・長野県伊那市西町・にしまち

　　３９９-４５０１・長野県伊那市西箕輪・にしみのわ

　　３９６-０００５・長野県伊那市野底・のそこ

　　３９６-０４０５・長野県伊那市長谷市野瀬・はせいちのせ

　　３９６-０４０７・長野県伊那市長谷浦・はせうら

　　３９６-０４０３・長野県伊那市長谷黒河内・はせくろごうち

　　３９６-０４０６・長野県伊那市長谷杉島・はせすぎしま

　　３９６-０４０４・長野県伊那市長谷中尾・はせなかお

　　３９６-０４０１・長野県伊那市長谷非持・はせひじ

　　３９６-０４０２・長野県伊那市長谷溝口・はせみぞくち

　　３９６-０００９・長野県伊那市日影・ひかげ

　　３９９-４４３２・長野県伊那市東春近・ひがしはるちか

　　３９６-００３０・長野県伊那市平沢・ひらさわ

　　３９６-０００１・長野県伊那市福島・ふくじま

　　３９６-０１１２・長野県伊那市前原・まえはら

　　３９６-００２７・長野県伊那市ますみヶ丘・ますみがおか

　　３９６-０１１１・長野県伊那市美篶・みすず

　　３９６-００２２・長野県伊那市御園・みその

　　３９６-０１１３・長野県伊那市美原・みはら

　　３９６-００２３・長野県伊那市山寺・やまでら

　　３９６-００２９・長野県伊那市横山・よこやま

　　３９６-０００７・長野県伊那市若宮・わかみや

　　３９９-４１００・長野県駒ヶ根市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３９９-４１１３・長野県駒ヶ根市赤須町・あかずまち

　　３９９-４１０５・長野県駒ヶ根市赤須東・あかずひがじ

　　３９９-４１１７・長野県駒ヶ根市赤穂・あかほ

　　３９９-４１０２・長野県駒ヶ根市飯坂・いいざか

　　３９９-４１１５・長野県駒ヶ根市上穂栄町・うわぶさかえまち

　　３９９-４１１４・長野県駒ヶ根市上穂南・うわぶみなみ

　　３９９-４１１６・長野県駒ヶ根市上穂北・うわぶきた

　　３９９-４１１１・長野県駒ヶ根市北町・きたまち

　　３９９-４１０４・長野県駒ヶ根市経塚・きようつﾞか

　　３９９-４１０８・長野県駒ヶ根市下市場・しもいちはﾞ

　　３９９-４２３２・長野県駒ヶ根市下平（２０７０～２１１９)・しもだいら

　　３９９-４２３２・長野県駒ヶ根市下平（２３０９～２３１１)・しもだいら

　　３９９-４２３２・長野県駒ヶ根市下平（２４１９)・しもだいら

　　３９９-４２３２・長野県駒ヶ根市下平（２４２１～２４２６)・しもだいら

　　３９９-４２３２・長野県駒ヶ根市、２４３３～２４５０）・､２４３３-２４５０)

　　３９９-４１０１・長野県駒ヶ根市下平（その他）・しもだいら(そのた)

　　３９９-４１１２・長野県駒ヶ根市中央・ちゆうおう

　　３９９-４２３１・長野県駒ヶ根市中沢・なかざわ

　　３９９-４１０３・長野県駒ヶ根市梨の木・なしのき

　　３９９-４３２１・長野県駒ヶ根市東伊那・ひがしいな

　　３９９-４１０６・長野県駒ヶ根市東町・ひがしまち

　　３９９-４１０７・長野県駒ヶ根市南田・みなみだ

　　３８３-００００・長野県中野市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３８３-０００４・長野県中野市赤岩・あかいわ

　　３８３-００６６・長野県中野市厚貝・あつかい

　　３８９-２１０３・長野県中野市穴田・あなだ

　　３８３-００６４・長野県中野市新井・あらい

　　３８３-００５２・長野県中野市安源寺・あんげんじ

　　３８３-００１２・長野県中野市一本木・いつほﾟんぎ

　　３８３-０００１・長野県中野市岩井・いわい

　　３８３-００４１・長野県中野市岩船・いわふね

　　３８３-００５５・長野県中野市牛出・うしいで

　　３８３-００４５・長野県中野市江部・えべ

　　３８３-００５７・長野県中野市大俣・おおまた

　　３８３-００２３・長野県中野市小舘・おたて

　　３８３-００６２・長野県中野市笠原・かさはら

　　３８３-００４６・長野県中野市片塩・かたしお

　　３８３-０００８・長野県中野市金井・かない

　　３８９-２１０２・長野県中野市上今井・かみいまい

　　３８３-００５３・長野県中野市草間・くさま

　　３８３-００５６・長野県中野市栗林・くりはﾞやじ

　　３８３-０００５・長野県中野市越・こじ



　　３８３-００３７・長野県中野市小田中・こだなか

　　３８３-００４４・長野県中野市桜沢・さくらさわ

　　３８３-００３２・長野県中野市更科・さらしな

　　３８３-００３５・長野県中野市篠井・しのい

　　３８３-００３４・長野県中野市新野・しんの

　　３８３-００３６・長野県中野市新保・しんほﾞ

　　３８３-００１４・長野県中野市諏訪町・すわちよう

　　３８９-２３７１・長野県中野市田上（１３００～２５１１)・たがみ

　　３８３-０００２・長野県中野市田上（その他）・たがみ(そのた)

　　３８３-０００７・長野県中野市竹原・たけはら

　　３８３-００５４・長野県中野市立ケ花・たてがはな

　　３８３-００６５・長野県中野市田麦・たむぎ

　　３８３-００２２・長野県中野市中央・ちゆうおう

　　３８９-２１０１・長野県中野市豊津・とよつ

　　３８９-２１０４・長野県中野市永江・ながえ

　　３８３-００１３・長野県中野市中野・なかの

　　３８３-００５１・長野県中野市七瀬・ななせ

　　３８３-００３１・長野県中野市南宮・なんぐう

　　３８３-００２１・長野県中野市西・にじ

　　３８３-００４２・長野県中野市西条・にしじよう

　　３８３-００２４・長野県中野市東山・ひがしやま

　　３８３-０００６・長野県中野市深沢・ふかさわ

　　３８３-００６１・長野県中野市壁田・へきだ

　　３８３-００６３・長野県中野市間長瀬・まながせ

　　３８３-００３３・長野県中野市間山・まやま

　　３８３-００４３・長野県中野市三ツ和・みつわ

　　３８３-００２５・長野県中野市三好町・みよしちよう

　　３８３-０００３・長野県中野市柳沢・やなぎさわ

　　３８３-００１５・長野県中野市吉田・よしだ

　　３８３-００１１・長野県中野市若宮・わかみや

　　３９８-００００・長野県大町市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３９８-０００２・長野県大町市大町・おおまち

　　３９８-０００１・長野県大町市平・たいら

　　３９８-０００４・長野県大町市常盤・ときわ

　　３９９-９１０１・長野県大町市美麻・みあさ

　　３９９-７３０１・長野県大町市八坂・やさか

　　３９９-７３０２・長野県大町市八坂菖蒲・やさかしようぶ

　　３９８-０００３・長野県大町市社・やしろ

　　３８９-２２００・長野県飯山市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３８９-２２５１・長野県飯山市旭・あさひ

　　３８９-２２５３・長野県飯山市飯山・いいやま

　　３８９-２６０２・長野県飯山市一山・いちやま

　　３８９-２４１５・長野県飯山市大池・おおいけ

　　３８９-２２３４・長野県飯山市木島・きじま

　　３８９-２２５２・長野県飯山市小佐原・こざわら

　　３８９-２４１８・長野県飯山市寿・ことぶき

　　３８９-２２３５・長野県飯山市坂井・さかい

　　３８９-２２５５・長野県飯山市静間・しずま

　　３８９-２２３２・長野県飯山市下木島・しもきじま

　　３８９-２２４２・長野県飯山市其綿・そのわた

　　３８９-２６０１・長野県飯山市照岡・てるおか

　　３８９-２４１３・長野県飯山市照里・てるさと

　　３８９-２２３１・長野県飯山市天神堂・てんしんどう

　　３８９-２４１２・長野県飯山市常郷・ときさと

　　３８９-２４１４・長野県飯山市常盤・ときわ

　　３８９-２２５８・長野県飯山市富倉・とみくら

　　３８９-２４１１・長野県飯山市豊田・とよだ

　　３８９-２４１７・長野県飯山市中曽根・なかそね

　　３８９-２２３３・長野県飯山市野坂田・のさかだ

　　３８９-２２５６・長野県飯山市蓮・はちす

　　３８９-２２５７・長野県飯山市斑尾高原・まだらおこうげん

　　３８９-２３２２・長野県飯山市瑞穂・みずほ

　　３８９-２３２１・長野県飯山市瑞穂豊・みずほとよ

　　３８９-２４１６・長野県飯山市緑・みどり

　　３８９-２２５４・長野県飯山市南町・みなみまち

　　３８９-２２４４・長野県飯山市安田・やすだ

　　３８９-２２４１・長野県飯山市山岸・やまぎじ

　　３８９-２２４３・長野県飯山市吉・よじ

　　３９１-００００・長野県茅野市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３９１-０２１４・長野県茅野市泉野・いずみの



　　３９１-００１２・長野県茅野市金沢・かなざわ

　　３９１-０２１２・長野県茅野市北山（渋御殿湯）・きたやま(しぶごてんゆ

　　３９１-０２１２・長野県茅野市北山（渋の湯）・きたやま(･しぶのゆ)

　　３９１-０３０１・長野県茅野市北山（その他）・きたやま(そのた)

　　３９１-０２１１・長野県茅野市湖東・こひがじ

　　３９１-０００４・長野県茅野市城山・じようやま

　　３９１-００１１・長野県茅野市玉川・たまがわ

　　３９１-０００１・長野県茅野市ちの・ちの

　　３９１-０００２・長野県茅野市塚原・つかはら

　　３９１-０２１３・長野県茅野市豊平・とよひら

　　３９１-０２１５・長野県茅野市中大塩・なかおおしお

　　３９１-０００５・長野県茅野市仲町・なかまち

　　３９１-０００３・長野県茅野市本町・ほんまち

　　３９１-００１３・長野県茅野市宮川・みやがわ

　　３９１-０２１６・長野県茅野市米沢・よねざわ

　　３９９-０７００・長野県塩尻市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３９９-０７１３・長野県塩尻市大小屋・おおごや

　　３９９-０７２２・長野県塩尻市柿沢・かきざわ

　　３９９-００７１・長野県塩尻市片丘（３６３５)・かたおか

　　３９９-００７１・長野県塩尻市片丘（３６８０)・かたおか

　　３９９-００７１・長野県塩尻市片丘（５７９４)・かたおか

　　３９９-００７１・長野県塩尻市片丘（６１１４)・かたおか

　　３９９-０７１１・長野県塩尻市片丘（その他）・かたおか(そのた)

　　３９９-０７２１・長野県塩尻市金井・かない

　　３９９-０７２４・長野県塩尻市上西条・かみにしじよう

　　３９９-６３０２・長野県塩尻市木曽平沢・きそひらさわ

　　３９９-０６５１・長野県塩尻市北小野・きたおの

　　３９９-０７２３・長野県塩尻市旧塩尻・きゆうしおじり

　　３９９-０７１６・長野県塩尻市桟敷・さじき

　　３９９-０７１２・長野県塩尻市塩尻町・しおじりまち

　　３９９-０７２６・長野県塩尻市下西条・しもにしじよう

　　３９９-６４６２・長野県塩尻市洗馬・せはﾞ

　　３９９-６４６１・長野県塩尻市宗賀・そうが

　　３９９-０７４４・長野県塩尻市大門七区・だいもん７く

　　３９９-０７４２・長野県塩尻市大門泉町・だいもんいずみちよう

　　３９９-０７４５・長野県塩尻市大門桔梗町・だいもんききようちよう

　　３９９-０７４１・長野県塩尻市大門幸町・だいもんさいわいちよう

　　３９９-０７４３・長野県塩尻市大門田川町・だいもんたがわちよう

　　３９９-０７４６・長野県塩尻市大門並木町・だいもんなみきちよう

　　３９９-０７３６・長野県塩尻市大門一番町・だいもん１はﾞんちよう

　　３９９-０７３５・長野県塩尻市大門二番町・だいもん２はﾞんちよう

　　３９９-０７３３・長野県塩尻市大門三番町・だいもん３はﾞんちよう

　　３９９-０７３４・長野県塩尻市大門四番町・だいもん４はﾞんちよう

　　３９９-０７３２・長野県塩尻市大門五番町・だいもん５はﾞんちよう

　　３９９-０７３１・長野県塩尻市大門六番町・だいもん６はﾞんちよう

　　３９９-０７３８・長野県塩尻市大門七番町・だいもん７はﾞんちよう

　　３９９-０７３７・長野県塩尻市大門八番町・だいもん８はﾞんちよう

　　３９９-０７４４・長野県塩尻市大門（)・だいもん

　　３９９-０７２５・長野県塩尻市中西条・なかにしじよう

　　３９９-０７１５・長野県塩尻市長畝・ながうね

　　３９９-６３０３・長野県塩尻市奈良井・ならい

　　３９９-６３０１・長野県塩尻市贄川・にえかわ

　　３９９-０７０５・長野県塩尻市広丘堅石・ひろおかかたいじ

　　３９９-０７０４・長野県塩尻市広丘郷原・ひろおかごうはﾞら

　　３９９-０７０３・長野県塩尻市広丘高出・ひろおかたかいで

　　３９９-０７０２・長野県塩尻市広丘野村・ひろおかのむら

　　３９９-０７０６・長野県塩尻市広丘原新田・ひろおかはらしんでん

　　３９９-０７０１・長野県塩尻市広丘吉田・ひろおかよしだ

　　３９９-０７１４・長野県塩尻市堀ノ内・ほりのうち

　　３９９-０７２７・長野県塩尻市みどり湖・みどりこ

　　３９９-０７２８・長野県塩尻市峰原・みねはら

　　３８５-００００・長野県佐久市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３８５-００５４・長野県佐久市跡部・あとべ

　　３８５-０００７・長野県佐久市新子田・あらこだ

　　３８５-００１５・長野県佐久市今井・いまい

　　３８４-０６２１・長野県佐久市入澤・いりさわ

　　３８５-００２２・長野県佐久市岩村田・いわむらだ

　　３８５-００２３・長野県佐久市岩村田北・いわむらだきた

　　３８４-２２０１・長野県佐久市印内・いんない

　　３８４-０３０１・長野県佐久市臼田・うすだ



　　３８５-００３１・長野県佐久市内山・うちやま

　　３８５-００４５・長野県佐久市大沢・おおさわ

　　３８５-００３３・長野県佐久市太田部・おおたべ

　　３８５-０００９・長野県佐久市小田井・おたい

　　３８５-００４１・長野県佐久市鍛冶屋・かじや

　　３８４-２２０５・長野県佐久市春日・かすが

　　３８４-０３０２・長野県佐久市勝間・かつま

　　３８４-０３０６・長野県佐久市上小田切・かみおたぎり

　　３８５-０００２・長野県佐久市上平尾・かみひらお

　　３８４-０３０４・長野県佐久市北川・きたがわ

　　３８４-２２０４・長野県佐久市協和・きようわ

　　３８４-０４１１・長野県佐久市清川・きよかわ

　　３８４-２１０１・長野県佐久市桑山・くわやま

　　３８４-２１０４・長野県佐久市甲・こう

　　３８５-０００５・長野県佐久市香坂・こうさか

　　３８５-００４７・長野県佐久市小宮山・こみやま

　　３８５-００２８・長野県佐久市佐久平駅東・さくだいらえきひがじ

　　３８５-００２９・長野県佐久市佐久平駅南・さくだいらえきみなみ

　　３８５-００２７・長野県佐久市佐久平駅北・さくだいらえききた

　　３８５-００５６・長野県佐久市桜井・さくらい

　　３８５-００１１・長野県佐久市猿久保・さるくほﾞ

　　３８４-２１０２・長野県佐久市塩名田・しおなだ

　　３８５-０００６・長野県佐久市志賀・しが

　　３８４-０３０３・長野県佐久市下小田切・しもおたぎり

　　３８４-０４１４・長野県佐久市下越・しもごえ

　　３８５-０００３・長野県佐久市下平尾・しもひらお

　　３８５-００３５・長野県佐久市瀬戸・せと

　　３８５-００４２・長野県佐久市高柳・たかやぎ

　　３８４-０４１２・長野県佐久市田口・たぐち

　　３８５-００２５・長野県佐久市塚原・つかはﾞら

　　３８５-００２６・長野県佐久市常田・ときだ

　　３８５-００３２・長野県佐久市常和・ときわ

　　３８５-００６１・長野県佐久市伴野・ともの

　　３８５-００４３・長野県佐久市取出町・とりでまち

　　３８４-０３０５・長野県佐久市中小田切・なかおたぎり

　　３８５-００５１・長野県佐久市中込・なかごみ

　　３８５-００２１・長野県佐久市長土呂・ながとろ

　　３８５-００１６・長野県佐久市鳴瀬・なるせ

　　３８５-００６２・長野県佐久市根岸・ねぎじ

　　３８５-００１２・長野県佐久市根々井・ねねい

　　３８５-００５３・長野県佐久市野沢・のざわ

　　３８５-００５２・長野県佐久市原・はら

　　３８５-００６３・長野県佐久市東立科・ひがしたてしな

　　３８５-００３４・長野県佐久市平賀・ひらか

　　３８５-００２４・長野県佐久市平塚・ひらつか

　　３８４-０６２２・長野県佐久市平林・ひらはﾞやじ

　　３８４-２２０３・長野県佐久市布施・ふせ

　　３８５-００４４・長野県佐久市本新町・ほんしんまち

　　３８５-００４６・長野県佐久市前山・まえやま

　　３８５-００１４・長野県佐久市三河田・みかわだ

　　３８５-００５５・長野県佐久市三塚・みちつﾞか

　　３８４-０４１３・長野県佐久市三分・みぶん

　　３８４-２１０３・長野県佐久市御馬寄・みまよせ

　　３８４-２２０６・長野県佐久市茂田井・もたい

　　３８４-２２０２・長野県佐久市望月・もちつﾞき

　　３８４-２１０５・長野県佐久市矢嶋・やしま

　　３８５-０００４・長野県佐久市安原・やすはら

　　３８４-２１０６・長野県佐久市八幡・やわた

　　３８４-０３０７・長野県佐久市湯原・ゆはら

　　３８５-０００１・長野県佐久市横根・よこね

　　３８５-００１３・長野県佐久市横和・よこわ

　　３８４-２１０７・長野県佐久市蓬田・よもぎだ

　　３８７-００００・長野県千曲市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３８７-０００１・長野県千曲市雨宮・あめのみや

　　３８９-０８２３・長野県千曲市新山・あらやま

　　３８７-０００６・長野県千曲市粟佐・あわさ

　　３８７-０００３・長野県千曲市生萱・いきがや

　　３８９-０８０６・長野県千曲市磯部・いそべ

　　３８７-００２１・長野県千曲市稲荷山・いなりやま

　　３８７-００１５・長野県千曲市鋳物師屋・いもじや



　　３８９-０８０２・長野県千曲市内川・うちかわ

　　３８７-００１４・長野県千曲市打沢・うつさわ

　　３８７-００１３・長野県千曲市小島・おじま

　　３８９-０８０５・長野県千曲市上徳間・かみとくま

　　３８９-０８２２・長野県千曲市上山田・かみやまだ

　　３８９-０８２１・長野県千曲市上山田温泉・かみやまだおんせん

　　３８７-００１１・長野県千曲市杭瀬下・くいせけ

　　３８７-０００４・長野県千曲市倉科・くらしな

　　３８７-００２４・長野県千曲市桑原・くわはﾞら

　　３８９-０８０１・長野県千曲市小船山・こぶねやま

　　３８７-００１２・長野県千曲市桜堂・さくらどう

　　３８７-００１６・長野県千曲市寂蒔・じやくまく

　　３８７-００１８・長野県千曲市新田・しんでん

　　３８９-０８１１・長野県千曲市須坂・すざか

　　３８９-０８０３・長野県千曲市千本柳・せんほﾞんやなぎ

　　３８９-０８２４・長野県千曲市力石・ちからいじ

　　３８７-０００２・長野県千曲市土口・どぐち

　　３８９-０８０４・長野県千曲市戸倉・とぐら

　　３８９-０８０７・長野県千曲市戸倉温泉・とぐらおんせん

　　３８７-００１７・長野県千曲市中・なか

　　３８７-００２２・長野県千曲市野高場・のたかはﾞ

　　３８９-０８１２・長野県千曲市羽尾・はねお

　　３８７-０００５・長野県千曲市森・もり

　　３８７-０００７・長野県千曲市屋代・やしろ

　　３８７-００２３・長野県千曲市八幡・やわた

　　３８９-０８１３・長野県千曲市若宮・わかみや

　　３８９-０５００・長野県東御市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３８９-０５１７・長野県東御市県・あがた

　　３８９-０５０３・長野県東御市新屋・あらや

　　３８９-０４０４・長野県東御市大日向・おおひなた

　　３８９-０５０４・長野県東御市海善寺・かいぜんじ

　　３８９-０５１４・長野県東御市加沢・かざわ

　　３８９-０５０５・長野県東御市和・かのう

　　３８９-０５０２・長野県東御市鞍掛・くらかけ

　　３８９-０５１９・長野県東御市塩川・しおかわ

　　３８９-０５１３・長野県東御市滋野・しげの

　　３８９-０５１２・長野県東御市滋野（乙）・しげの(おつ)

　　３８９-０５１１・長野県東御市滋野（甲）・しげの(こう)

　　３８９-０４０１・長野県東御市島川原・しまがわら

　　３８９-０４０５・長野県東御市下之城・しものじよう

　　３８９-０５１６・長野県東御市田中・たなか

　　３８９-０５１５・長野県東御市常田・ときだ

　　３８９-０４０２・長野県東御市布下・ぬのした

　　３８９-０５０６・長野県東御市祢津・ねつ

　　３８９-０４０７・長野県東御市羽毛山・はけやま

　　３８９-０５０１・長野県東御市新張・みはり

　　３８９-０４０３・長野県東御市御牧原・みまきはら

　　３８９-０５１８・長野県東御市本海野・もとうんの

　　３８９-０４０６・長野県東御市八重原・やえはら

　　３９９-８２００・長野県安曇野市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３９９-７１０２・長野県安曇野市明科中川手・あかしななかがわて

　　３９９-７１０４・長野県安曇野市明科七貴・あかしなななき

　　３９９-７１０１・長野県安曇野市明科東川手・あかしなひがしかわて

　　３９９-７１０３・長野県安曇野市明科光・あかしなひかる

　　３９９-７１０５・長野県安曇野市明科南陸郷・あかしなみなみりくごう

　　３９９-８２０５・長野県安曇野市豊科・とよしな

　　３９９-８２０４・長野県安曇野市豊科高家・とよしなたきべ

　　３９９-８２０３・長野県安曇野市豊科田沢・とよしなたざわ

　　３９９-８２０２・長野県安曇野市豊科光・とよしなひかる

　　３９９-８２０１・長野県安曇野市豊科南穂高・とよしなみなみほたか

　　３９９-８３０３・長野県安曇野市穂高・ほたか

　　３９９-８３０１・長野県安曇野市穂高有明・ほたかありあけ

　　３９９-８３０４・長野県安曇野市穂高柏原・ほたかかしわはﾞら

　　３９９-８３０２・長野県安曇野市穂高北穂高・ほたかきたほたか

　　３９９-８３０５・長野県安曇野市穂高牧・ほたかまき

　　３９９-８２１１・長野県安曇野市堀金烏川・ほりがねからすがわ

　　３９９-８２１２・長野県安曇野市堀金三田・ほりがねみた

　　３９９-８１０３・長野県安曇野市三郷小倉・みさとおぐら

　　３９９-８１０１・長野県安曇野市三郷明盛・みさとめいせい

　　３９９-８１０２・長野県安曇野市三郷温・みさとゆたか



　　３８４-１１００・長野県南佐久郡小海町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３８４-１１０４・長野県南佐久郡小海町稲子・いなこ

　　３８４-１１０２・長野県南佐久郡小海町小海・こうみ

　　３８４-１１０５・長野県南佐久郡小海町千代里・ちよさと

　　３８４-１１０３・長野県南佐久郡小海町豊里・とよさと

　　３８４-１１０１・長野県南佐久郡小海町東馬流・ひがしまながじ

　　３８４-１４００・長野県南佐久郡川上村・・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３８４-１４０３・長野県南佐久郡川上村秋山・ あきやま

　　３８４-１４０２・長野県南佐久郡川上村梓山・ あずさやま

　　３８４-１４０４・長野県南佐久郡川上村居倉・ いぐら

　　３８４-１４０５・長野県南佐久郡川上村大深山・ おおみやま

　　３８４-１４０１・長野県南佐久郡川上村川端下・ かわはけ

　　３８４-１４０７・長野県南佐久郡川上村御所平・ ごしよだいら

　　３８４-１４０６・長野県南佐久郡川上村原・ はら

　　３８４-１４０８・長野県南佐久郡川上村樋沢・ ひさわ

　　３８４-１３００・長野県南佐久郡南牧村・・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３８４-１３０４・長野県南佐久郡南牧村, 板橋"・いたはﾞじ

　　３８４-１３０１・長野県南佐久郡南牧村海尻・ うみじり

　　３８４-１３０２・長野県南佐久郡南牧村海ノ口・ うみのくち

　　３８４-１３０５・長野県南佐久郡南牧村野辺山・ のべやま

　　３８４-１３０６・長野県南佐久郡南牧村平沢・ ひらさわ

　　３８４-１３０３・長野県南佐久郡南牧村広瀬・ ひろせ

　　３８４-１２１１・長野県南佐久郡南相木村南相木村一円・ みなみあいきむらいちえん

　　３８４-１２０１・長野県南佐久郡北相木村北相木村一円・ きたあいきむらいちえん

　　３８４-０６００・長野県南佐久郡佐久穂町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３８４-０５０２・長野県南佐久郡佐久穂町大日向・おおひなた

　　３８４-０５０３・長野県南佐久郡佐久穂町海瀬・かいぜ

　　３８４-０６１４・長野県南佐久郡佐久穂町上・かみ

　　３８４-０６１３・長野県南佐久郡佐久穂町高野町・たかのまち

　　３８４-０７０３・長野県南佐久郡佐久穂町千代里・ちよさと

　　３８４-０７０１・長野県南佐久郡佐久穂町畑・はた

　　３８４-０６１１・長野県南佐久郡佐久穂町平林・ひらはﾞやじ

　　３８４-０７０２・長野県南佐久郡佐久穂町穂積・ほつﾞみ

　　３８４-０７０４・長野県南佐久郡佐久穂町八郡・やこおり

　　３８４-０６１２・長野県南佐久郡佐久穂町宿岩・やどいわ

　　３８４-０５０１・長野県南佐久郡佐久穂町余地・よじ

　　３８９-０１００・長野県北佐久郡軽井沢町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３８９-０１１５・長野県北佐久郡軽井沢町追分・おいわけ

　　３８９-０１０２・長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢（大字）・かるいざわ(おおあざ)

　　３８９-０１０３・長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢（その他）・かるいざわ(そのた)

　　３８９-０１０４・長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢東・かるいざわひがじ

　　３８９-０１０１・長野県北佐久郡軽井沢町峠町・とうげまち

　　３８９-０１１２・長野県北佐久郡軽井沢町中軽井沢・なかかるいざわ

　　３８９-０１１１・長野県北佐久郡軽井沢町長倉・ながくら

　　３８９-０１１３・長野県北佐久郡軽井沢町発地・ほつち

　　３８９-０１１４・長野県北佐久郡軽井沢町茂沢・もざわ

　　３８９-０２００・長野県北佐久郡御代田町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３８９-０２０５・長野県北佐久郡御代田町面替・おもがえ

　　３８９-０２０２・長野県北佐久郡御代田町草越・くさごえ

　　３８９-０２０１・長野県北佐久郡御代田町塩野・しおの

　　３８９-０２０３・長野県北佐久郡御代田町広戸・ひろと

　　３８９-０２０４・長野県北佐久郡御代田町豊昇・ほうしよう

　　３８９-０２０７・長野県北佐久郡御代田町馬瀬口・ませぐち

　　３８９-０２０６・長野県北佐久郡御代田町御代田・みよた

　　３８９-０２０８・長野県北佐久郡御代田町茂沢・もさわ

　　３８４-２３００・長野県北佐久郡立科町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３８４-２３０５・長野県北佐久郡立科町芦田・あしだ

　　３９１-０３２１・長野県北佐久郡立科町芦田八ケ野（１５１９～１６３５）・あしだはつかの

　　３８４-２３０９・長野県北佐久郡立科町芦田八ケ野（その他）・あしだはつかの(そのた)

　　３９１-０３２１・長野県北佐久郡立科町池の平・いけのたいら

　　３８４-２３０８・長野県北佐久郡立科町牛鹿・うしろく

　　３８４-２３０６・長野県北佐久郡立科町宇山・うやま

　　３８４-２３０１・長野県北佐久郡立科町桐原・きりはら

　　３８４-２３０３・長野県北佐久郡立科町塩沢・しおさわ

　　３８４-２３０２・長野県北佐久郡立科町藤沢・ふじさわ

　　３８４-２３０４・長野県北佐久郡立科町茂田井（１～５００「２１１番地を除く」「古町」）・もた

い

　　３８４-２３０４・長野県北佐久郡立科町茂田井（１～５００「２５２７～２５２９「土遠」）・もた

い

　　３８４-２２１１・長野県北佐久郡立科町茂田井（その他）・もたい(そのた)



　　３８４-２３０７・長野県北佐久郡立科町山部・やまべ

　　３８６-１６００・長野県小県郡青木村・・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３８６-１６０５・長野県小県郡青木村夫神・ おかみ

　　３８６-１６０６・長野県小県郡青木村沓掛・ くつかけ

　　３８６-１６０１・長野県小県郡青木村田沢・ たざわ

　　３８６-１６０３・長野県小県郡青木村当郷・ とうごう

　　３８６-１６０４・長野県小県郡青木村殿戸・ とのど

　　３８６-１６０７・長野県小県郡青木村奈良本・ ならもと

　　３８６-１６０２・長野県小県郡青木村村松・ むらまつ

　　３８６-０６００・長野県小県郡長和町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３８６-０６０１・長野県小県郡長和町大門・だいもん

　　３８６-０６０２・長野県小県郡長和町長久保・ながくほﾞ

　　３８６-０６０３・長野県小県郡長和町古町・ふるまち

　　３８６-０７０１・長野県小県郡長和町和田・わだ

　　３９３-００００・長野県諏訪郡下諏訪町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３９３-００６６・長野県諏訪郡下諏訪町曙町・あけほﾞのちよう

　　３９３-００６８・長野県諏訪郡下諏訪町春日町・かすがちよう

　　３９３-００５２・長野県諏訪郡下諏訪町上久保・かみくほﾞ

　　３９３-００５３・長野県諏訪郡下諏訪町上馬場・かみはﾞつはﾟ

　　３９３-００４２・長野県諏訪郡下諏訪町北四王・きたしおう

　　３９３-００１４・長野県諏訪郡下諏訪町木の下・きのした

　　３９３-００２６・長野県諏訪郡下諏訪町久保海道・くほﾞかいどう

　　３９３-００２４・長野県諏訪郡下諏訪町五官・ごかん

　　３９３-００４４・長野県諏訪郡下諏訪町湖畔町・こはんちよう

　　３９３-００１３・長野県諏訪郡下諏訪町小湯の上・こゆのうえ

　　３９３-００８４・長野県諏訪郡下諏訪町栄町・さかえちよう

　　３９３-００６５・長野県諏訪郡下諏訪町魁町・さきがけちよう

　　３９３-００７２・長野県諏訪郡下諏訪町桜町・さくらまち

　　３９３-００８６・長野県諏訪郡下諏訪町清水町・しみずまち

　　３９３-０００７・長野県諏訪郡下諏訪町下屋敷・しもやしき

　　３９３-００１１・長野県諏訪郡下諏訪町新町上・しんまちうえ

　　３９３-００１８・長野県諏訪郡下諏訪町新町下・しんまちした

　　３９３-００５４・長野県諏訪郡下諏訪町菅野町・すげのまち

　　３９３-００２２・長野県諏訪郡下諏訪町関屋・せきや

　　３９３-００５１・長野県諏訪郡下諏訪町大社通・たいしやどおり

　　３９３-００９２・長野県諏訪郡下諏訪町大門・だいもん

　　３９３-００３３・長野県諏訪郡下諏訪町高木・たかき

　　３９３-００３４・長野県諏訪郡下諏訪町高浜・たかはま

　　３９３-００２１・長野県諏訪郡下諏訪町武居・たけい

　　３９３-００１５・長野県諏訪郡下諏訪町立町・たつまち

　　３９３-００７８・長野県諏訪郡下諏訪町田中町・たなかまち

　　３９３-００７５・長野県諏訪郡下諏訪町中央通・ちゆうおうどおり

　　３９３-００７３・長野県諏訪郡下諏訪町塚田町・つかだまち

　　３９３-００２３・長野県諏訪郡下諏訪町富ケ丘・とみがおか

　　３９３-００５７・長野県諏訪郡下諏訪町友之町・とものまち

　　３９３-０００１・長野県諏訪郡下諏訪町樋橋・とよはじ

　　３９３-００６４・長野県諏訪郡下諏訪町中汐町・なかしおちよう

　　３９３-００７１・長野県諏訪郡下諏訪町仲町・なかまち

　　３９３-００４７・長野県諏訪郡下諏訪町西赤砂・にしあかすな

　　３９３-００４１・長野県諏訪郡下諏訪町西四王・にししおう

　　３９３-００８７・長野県諏訪郡下諏訪町西鷹野町・にしたかのまち

　　３９３-００３２・長野県諏訪郡下諏訪町西浜・にしはま

　　３９３-００８２・長野県諏訪郡下諏訪町西弥生町・にしやよいちよう

　　３９３-００３５・長野県諏訪郡下諏訪町西豊・にしゆたか

　　３９３-０００３・長野県諏訪郡下諏訪町萩倉・はぎくら

　　３９３-００６３・長野県諏訪郡下諏訪町花咲町・はなさきちよう

　　３９３-００４６・長野県諏訪郡下諏訪町東赤砂・ひがしあかすな

　　３９３-００４３・長野県諏訪郡下諏訪町東四王・ひがししおう

　　３９３-００８５・長野県諏訪郡下諏訪町東鷹野町・ひがしたかのまち

　　３９３-０００２・長野県諏訪郡下諏訪町東俣・ひがしまた

　　３９３-０００６・長野県諏訪郡下諏訪町東町上・ひがしまちうえ

　　３９３-０００５・長野県諏訪郡下諏訪町東町中・ひがしまちなか

　　３９３-０００４・長野県諏訪郡下諏訪町東町下・ひがしまちした

　　３９３-００９３・長野県諏訪郡下諏訪町東山田・ひがしやまだ

　　３９３-００８３・長野県諏訪郡下諏訪町東弥生町・ひがしやよいちよう

　　３９３-００３１・長野県諏訪郡下諏訪町東豊・ひがしゆたか

　　３９３-００６２・長野県諏訪郡下諏訪町平沢町・ひらさわちよう

　　３９３-００５６・長野県諏訪郡下諏訪町広瀬町・ひろせちよう

　　３９３-００５５・長野県諏訪郡下諏訪町富士見町・ふじみちよう

　　３９３-００９１・長野県諏訪郡下諏訪町星が丘・ほしがおか



　　３９３-００２５・長野県諏訪郡下諏訪町本郷・ほんごう

　　３９３-０００８・長野県諏訪郡下諏訪町町屋敷・まちやしき

　　３９３-００６１・長野県諏訪郡下諏訪町御田町・みたまち

　　３９３-００７４・長野県諏訪郡下諏訪町緑町・みどりまち

　　３９３-００４５・長野県諏訪郡下諏訪町南四王・みなみしおう

　　３９３-００６７・長野県諏訪郡下諏訪町矢木東・やぎひがじ

　　３９３-００７６・長野県諏訪郡下諏訪町矢木西・やぎにじ

　　３９３-００７７・長野県諏訪郡下諏訪町矢木町・やぎまち

　　３９３-００８１・長野県諏訪郡下諏訪町社東町・やしろひがしまち

　　３９３-００１７・長野県諏訪郡下諏訪町湯田仲町・ゆだなかまち

　　３９３-００１６・長野県諏訪郡下諏訪町湯田町・ゆだまち

　　３９３-００１２・長野県諏訪郡下諏訪町横町・よこまち

　　３９３-００１９・長野県諏訪郡下諏訪町横町木の下・よこまちきのした

　　３９９-０２００・長野県諏訪郡富士見町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３９９-０１０２・長野県諏訪郡富士見町落合（３０６０)・おちあい

　　３９９-０１０２・長野県諏訪郡富士見町落合（３６００～４６００)・おちあい

　　３９９-０２１４・長野県諏訪郡富士見町落合（その他）・おちあい(そのた)

　　３９９-０２１３・長野県諏訪郡富士見町乙事・おつこと

　　３９９-０１０１・長野県諏訪郡富士見町境・さかい

　　３９９-０２１２・長野県諏訪郡富士見町立沢・たつざわ

　　３９１-００２１・長野県諏訪郡富士見町富士見（入笠湖）・ふじみ(にゆうかさこ)

　　３９９-０２１１・長野県諏訪郡富士見町富士見（その他）・ふじみ(そのた)

　　３９１-０１００・長野県諏訪郡原村・・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３９１-０１０１・長野県諏訪郡原村大久保・ おおくほﾞ

　　３９１-０１０５・長野県諏訪郡原村柏木・ かしわぎ

　　３９１-０１１１・長野県諏訪郡原村上里・ かみさと

　　３９１-０１０６・長野県諏訪郡原村菖蒲沢・ しようぶざわ

　　３９１-０１０８・長野県諏訪郡原村中新田・ なかしんでん

　　３９１-０１１２・長野県諏訪郡原村農場・ のうじよう

　　３９１-０１０４・長野県諏訪郡原村払沢・ はらいざわ

　　３９１-０１１５・長野県諏訪郡原村原山・ はらやま

　　３９１-０１１６・長野県諏訪郡原村判の木・ はんのき

　　３９１-０１１４・長野県諏訪郡原村ペンション・ へﾟんしよん

　　３９１-０１０９・長野県諏訪郡原村南原・ みなみはら

　　３９１-０１０７・長野県諏訪郡原村室内・ むろうち

　　３９１-０１１３・長野県諏訪郡原村やつがね・ やつがね

　　３９１-０１０３・長野県諏訪郡原村八ツ手・ やつで

　　３９１-０１０２・長野県諏訪郡原村柳沢・ やなぎさわ

　　３９９-０４００・長野県上伊那郡辰野町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３９９-０４２４・長野県上伊那郡辰野町赤羽・あかはね

　　３９９-０４２８・長野県上伊那郡辰野町伊那富・いなとみ

　　３９９-０６０１・長野県上伊那郡辰野町小野・おの

　　３９９-０５１２・長野県上伊那郡辰野町上島・かみじま

　　３９９-０４２３・長野県上伊那郡辰野町沢底・さわそこ

　　３９９-０４２１・長野県上伊那郡辰野町辰野・たつの

　　３９９-０４２７・長野県上伊那郡辰野町中央・ちゆうおう

　　３９９-０４２５・長野県上伊那郡辰野町樋口・ひぐち

　　３９９-０４２２・長野県上伊那郡辰野町平出・ひらいで

　　３９９-０４２６・長野県上伊那郡辰野町宮木・みやき

　　３９９-０５１１・長野県上伊那郡辰野町横川・よこかわ

　　３９９-４６００・長野県上伊那郡箕輪町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３９９-４６０５・長野県上伊那郡箕輪町中曽根・なかぞね

　　３９９-４６０１・長野県上伊那郡箕輪町中箕輪・なかみのわ

　　３９９-４６０２・長野県上伊那郡箕輪町東箕輪・ひがしみのわ

　　３９９-４６０４・長野県上伊那郡箕輪町福与・ふくよ

　　３９９-４６０３・長野県上伊那郡箕輪町三日町・みつかまち

　　３９９-３７００・長野県上伊那郡飯島町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３９９-３７０２・長野県上伊那郡飯島町飯島・いいじま

　　３９９-３７０１・長野県上伊那郡飯島町田切・たぎり

　　３９９-３７０５・長野県上伊那郡飯島町七久保・ななくほﾞ

　　３９９-３７０３・長野県上伊那郡飯島町日曽利・ひつそり

　　３９９-３７０４・長野県上伊那郡飯島町本郷・ほんごう

　　３９９-４５１１・長野県上伊那郡南箕輪村南箕輪村一円・ みなみみのわむらいちえん

　　３９９-３８００・長野県上伊那郡中川村・・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３９９-３８０１・長野県上伊那郡中川村大草・ おおくさ

　　３９９-３８０２・長野県上伊那郡中川村片桐・ かたぎり

　　３９９-３８０３・長野県上伊那郡中川村葛島・ かつらしま

　　３９９-３８０４・長野県上伊那郡中川村四徳・ しとく

　　３９９-４３０１・長野県上伊那郡宮田村宮田村一円・ みやだむらいちえん

　　３９９-３３００・長野県下伊那郡松川町・以下に不掲載・ いかにふけいさい



　　３９９-３３０２・長野県下伊那郡松川町生田・いくた

　　３９９-３３０４・長野県下伊那郡松川町大島・おおじま

　　３９９-３３０１・長野県下伊那郡松川町上片桐・かみかたぎり

　　３９９-３３０３・長野県下伊那郡松川町元大島・もとおおじま

　　３９９-３１００・長野県下伊那郡高森町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３９９-３１０７・長野県下伊那郡高森町出原・いずはら

　　３９９-３１０５・長野県下伊那郡高森町牛牧・うしまき

　　３９９-３１０６・長野県下伊那郡高森町大島山・おおじまさん

　　３９９-３１０４・長野県下伊那郡高森町上市田・かみいちだ

　　３９９-３１０３・長野県下伊那郡高森町下市田・しもいちだ

　　３９９-３１０１・長野県下伊那郡高森町山吹・やまぶき

　　３９９-３１０２・長野県下伊那郡高森町吉田・よしだ

　　３９９-１５００・長野県下伊那郡阿南町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３９９-１５０１・長野県下伊那郡阿南町北條・きたじよう

　　３９９-１５０５・長野県下伊那郡阿南町富草・とみくさ

　　３９９-１６１２・長野県下伊那郡阿南町新野・にいの

　　３９９-１５０４・長野県下伊那郡阿南町西條・にしじよう

　　３９９-１５０２・長野県下伊那郡阿南町東條・ひがしじよう

　　３９９-１５０３・長野県下伊那郡阿南町南條・みなみじよう

　　３９９-１６１１・長野県下伊那郡阿南町和合・わごう

　　３９５-０３００・長野県下伊那郡阿智村・・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３９５-０３０１・長野県下伊那郡阿智村春日・ かすが

　　３９５-０３０２・長野県下伊那郡阿智村伍和・ ごか

　　３９５-０３０５・長野県下伊那郡阿智村駒・ こま

　　３９５-０３０３・長野県下伊那郡阿智村駒場・ こまはﾞ

　　３９５-０４０１・長野県下伊那郡阿智村清内路・ せいないじ

　　３９５-０３０４・長野県下伊那郡阿智村智里・ ちさと

　　３９５-０５０１・長野県下伊那郡阿智村浪合・ なみあい

　　３９５-０６０１・長野県下伊那郡平谷村平谷村一円・ ひらやむらいちえん

　　３９５-０７０１・長野県下伊那郡根羽村根羽村一円・ ねはﾞむらいちえん

　　３９９-２１００・長野県下伊那郡下條村・・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３９９-２１０２・長野県下伊那郡下條村陽皐・ ひさわ

　　３９９-２１０１・長野県下伊那郡下條村睦沢・ むつざわ

　　３９９-１６０１・長野県下伊那郡売木村売木村一円・ うるぎむらいちえん

　　３９９-１２００・長野県下伊那郡天龍村・・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３９９-１２０２・長野県下伊那郡天龍村神原・ かみはら

　　３９９-１２０３・長野県下伊那郡天龍村長島・ ながしま

　　３９９-１２０１・長野県下伊那郡天龍村平岡・ ひらおか

　　３９９-１８０１・長野県下伊那郡泰阜村泰阜村一円・ やすおかむらいちえん

　　３９５-１１００・長野県下伊那郡喬木村・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　３９５-１１０１・あじま, 長野県下伊那郡喬木村阿島・

　　３９５-１１０８・長野県下伊那郡喬木村伊久間・いくま, 

　　３９５-１１０４・長野県下伊那郡喬木村氏乗・うじのり,

　　３９５-１１０３・長野県下伊那郡喬木村大島・おおしま,

　　３９５-１１０５・長野県下伊那郡喬木村大和知・おおわち,

　　３９５-１１０７・長野県下伊那郡喬木村小川・おがわ,

　　３９５-１１０２・長野県下伊那郡喬木村加々須・かかす,

　　３９５-１１０６・長野県下伊那郡喬木村富田・とみだ,

　　３９９-３２００・野県下伊那郡豊丘村・・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　３９９-３３１１・長野県下伊那郡豊丘村河野（７５３０～７５９０), かわの

　　３９９-３２０１・長野県下伊那郡豊丘村河野（その他）, かわの(そのた),

　　３９９-３２０２・長野県下伊那郡豊丘村神稲, くましろ, 

　　３９９-３５００・長野県下伊那郡大鹿村・・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　３９９-３５０２・長野県下伊那郡大鹿村大河原, おおかわら, 

　　３９９-３５０１・長野県下伊那郡大鹿村鹿塩, かしお, 

　　３９９-５６００・長野県木曽郡上松町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３９９-５６０１・長野県木曽郡上松町上松・あげまつ

　　３９９-５６０９・長野県木曽郡上松町旭町・あさひまち

　　３９９-５６０３・長野県木曽郡上松町駅前通り・えきまえどおり

　　３９９-５６０７・長野県木曽郡上松町小川・おがわ

　　３９９-５６０８・長野県木曽郡上松町荻原・おぎはら

　　３９９-５６０５・長野県木曽郡上松町栄町・さかえまち

　　３９９-５６０４・長野県木曽郡上松町正島町・しようじままち

　　３９９-５６０２・長野県木曽郡上松町本町通り・ほんまちどおり

　　３９９-５６０６・長野県木曽郡上松町緑町・みどりまち

　　３９９-５３００・長野県木曽郡南木曽町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３９９-５３０２・長野県木曽郡南木曽町吾妻・あつﾞま

　　３９９-５３０３・長野県木曽郡南木曽町田立・ただち

　　３９９-５３０１・長野県木曽郡南木曽町読書・よみかき

　　３９９-６２００・長野県木曽郡木祖村・・以下に不掲載・ いかにふけいさい



　　３９９-６２０３・長野県木曽郡木祖村小木曽・ おぎそ

　　３９９-６２０２・長野県木曽郡木祖村菅・ すげ

　　３９９-６２０１・長野県木曽郡木祖村薮原・ やぶはら

　　３９７-０２０１・長野県木曽郡王滝村王滝村一円・ おうたきむらいちえん

　　３９９-５５００・長野県木曽郡大桑村・・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３９９-５５０２・長野県木曽郡大桑村須原・ すはら

　　３９９-５５０１・長野県木曽郡大桑村殿・ との

　　３９９-５５０３・長野県木曽郡大桑村長野・ ながの

　　３９９-５５０４・長野県木曽郡大桑村野尻・ のじり

　　３９７-００００・長野県木曽郡木曽町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３９７-０３０１・長野県木曽郡木曽町開田高原末川・かいだこうげんすえかわ

　　３９７-０３０２・長野県木曽郡木曽町開田高原西野・かいだこうげんにしの

　　３９７-０００２・長野県木曽郡木曽町新開・しんかい

　　３９７-０００３・長野県木曽郡木曽町新開福・しんかいふく

　　３９９-６１０１・長野県木曽郡木曽町日義・ひよじ

　　３９７-０００１・長野県木曽郡木曽町福島・ふくしま

　　３９７-０１０１・長野県木曽郡木曽町三岳・みたけ

　　３９９-７７００・長野県東筑摩郡麻績村・・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３９９-７７０１・長野県東筑摩郡麻績村麻・ お

　　３９９-７７０２・長野県東筑摩郡麻績村日・ ひ

　　３９９-７２００・長野県東筑摩郡生坂村・・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３９９-７２０１・長野県東筑摩郡生坂村生坂村の次に番地がくる場合・ つぎにはﾞんち

　　３９９-７２０２・長野県東筑摩郡生坂村北陸郷・ きたりくごう

　　３９９-７３１１・長野県東筑摩郡生坂村東広津・ ひがしひろつ

　　３９０-１３０１・長野県東筑摩郡山形村山形村一円・ やまがたむらいちえん

　　３９０-１１００・長野県東筑摩郡朝日村・・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３９０-１１０２・長野県東筑摩郡朝日村小野沢・ おのざわ

　　３９０-１１０４・長野県東筑摩郡朝日村古見・ こみ

　　３９０-１１０１・長野県東筑摩郡朝日村西洗馬・ にしせはﾞ

　　３９０-１１０３・長野県東筑摩郡朝日村針尾・ はりお

　　３９９-７５００・長野県東筑摩郡筑北村・・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３９９-７５０３・長野県東筑摩郡筑北村大沢新田・ おおさわしんでん

　　３９９-７７１１・長野県東筑摩郡筑北村坂井・ さかい

　　３９９-７６０１・長野県東筑摩郡筑北村坂北・ さかきた

　　３９９-７５０１・長野県東筑摩郡筑北村西条・ にしじよう

　　３９９-７５０２・長野県東筑摩郡筑北村東条・ ひがしじよう

　　３９９-７５０４・長野県東筑摩郡筑北村, 乱橋"・みだれはじ

　　３９９-８６００・長野県北安曇郡池田町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３９９-８６０２・長野県北安曇郡池田町会染・あいそめ

　　３９９-８６０１・長野県北安曇郡池田町池田・いけだ

　　３９９-８６０３・長野県北安曇郡池田町中鵜・なかう

　　３９９-８６０４・長野県北安曇郡池田町広津・ひろつ

　　３９９-８６０５・長野県北安曇郡池田町陸郷・りくごう

　　３９９-８５０１・長野県北安曇郡松川村松川村一円・ まつかわむらいちえん

　　３９９-９３００・長野県北安曇郡白馬村・・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３９９-９２１１・長野県北安曇郡白馬村神城・ かみしろ

　　３９９-９３０１・長野県北安曇郡白馬村北城・ ほくじよう

　　３９９-９４００・長野県北安曇郡小谷村・・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３９９-９６０１・長野県北安曇郡小谷村北小谷・ きたおたり

　　３９９-９４２２・長野県北安曇郡小谷村千国・ ちくに

　　３９９-９４２１・長野県北安曇郡小谷村中小谷・ なかおたり

　　３９９-９５１１・長野県北安曇郡小谷村中土・ なかつち

　　３８９-０６００・長野県埴科郡坂城町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３８９-０６０４・長野県埴科郡坂城町網掛・あみかけ

　　３８９-０６０５・長野県埴科郡坂城町上平・うわだいら

　　３８９-０６０６・長野県埴科郡坂城町上五明・かみごみよう

　　３８９-０６０１・長野県埴科郡坂城町坂城・さかき

　　３８９-０６０２・長野県埴科郡坂城町中之条・なかのじよう

　　３８９-０６０３・長野県埴科郡坂城町南条・みなみじよう

　　３８１-０２００・長野県上高井郡小布施町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３８１-０２０４・長野県上高井郡小布施町飯田・いいだ

　　３８１-０２０３・長野県上高井郡小布施町大島・おおじま

　　３８１-０２０７・長野県上高井郡小布施町押羽・おしは

　　３８１-０２０１・長野県上高井郡小布施町小布施・おぶせ

　　３８１-０２１１・長野県上高井郡小布施町雁田・かりだ

　　３８１-０２０６・長野県上高井郡小布施町北岡・きたおか

　　３８１-０２０５・長野県上高井郡小布施町山王島・さんのうじま

　　３８１-０２０８・長野県上高井郡小布施町都住・つすみ

　　３８１-０２０９・長野県上高井郡小布施町中松・なかまつ

　　３８１-０２０２・長野県上高井郡小布施町福原・ふくはら



　　３８１-０２１２・長野県上高井郡小布施町吉島・よしじま

　　３８２-０８００・長野県上高井郡高山村・・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３８２-０８３２・長野県上高井郡高山村赤和・ あかわ

　　３８２-０８３１・長野県上高井郡高山村荒井原・ あらいはら

　　３８２-０８１５・長野県上高井郡高山村荻久保・ おぎくほﾞ

　　３８２-０８３３・長野県上高井郡高山村久保・ くほﾞ

　　３８２-０８２３・長野県上高井郡高山村黒部・ くろべ

　　３８２-０８０１・長野県上高井郡高山村駒場・ こまはﾞ

　　３８２-０８３６・長野県上高井郡高山村新堀・ しんほﾞり

　　３８２-０８３５・長野県上高井郡高山村千本松・ せんほﾞんまつ

　　３８２-０８１４・長野県上高井郡高山村天神原・ てんじんはﾞら

　　３８２-０８０４・長野県上高井郡高山村中原・ なかはら

　　３８２-０８０６・長野県上高井郡高山村なかひら・ なかひら

　　３８２-０８２２・長野県上高井郡高山村福井原・ ふくいはら

　　３８２-０８２６・長野県　上高井郡高山村, 二ツ石"・ふたついじ

　　３８２-０８３７・長野県上高井郡高山村堀之内・ ほりのうち

　　３８２-０８２１・長野県上高井郡高山村牧・ まき

　　３８２-０８０３・長野県上高井郡高山村桝形・ ますがた

　　３８２-０８２７・長野県上高井郡高山村松南・ まつなみ

　　３８２-０８０２・長野県上高井郡高山村松原・ まつはら

　　３８２-０８０５・長野県上高井郡高山村三郷・ みさと

　　３８２-０８３４・長野県上高井郡高山村水中・ みずなか

　　３８２-０８２４・長野県上高井郡高山村緑ケ丘・ みどりがおか

　　３８２-０８１１・長野県上高井郡高山村宮関・ みやせき

　　３８２-０８２５・長野県上高井郡高山村紫・ むらさき

　　３８２-０８１６・長野県上高井郡高山村山田温泉・ やまだおんせん

　　３８２-０８１７・長野県上高井郡高山村山田牧場・ やまだほﾞくじよう

　　３８２-０８１３・長野県上高井郡高山村蕨平・ わらびたいら

　　３８１-０４００・長野県下高井郡山ノ内町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３８１-０４０２・長野県下高井郡山ノ内町佐野・さの

　　３８１-０４０３・長野県下高井郡山ノ内町寒沢・さむさわ

　　３８１-０４０４・長野県下高井郡山ノ内町戸狩・とがり

　　３８１-０４０１・長野県下高井郡山ノ内町平穏・ひらお

　　３８１-０４０５・長野県下高井郡山ノ内町夜間瀬・よませ

　　３８９-２３００・長野県下高井郡木島平村・・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３８９-２３０２・長野県下高井郡木島平村往郷・ おうごう

　　３８９-２３０３・長野県下高井郡木島平村上木島・ かみきじま

　　３８９-２３０１・長野県下高井郡木島平村穂高・ ほたか

　　３８９-２５００・長野県下高井郡野沢温泉村・・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３８９-２５０１・長野県下高井郡野沢温泉村坪山・ つほﾞやま

　　３８９-２５０２・長野県下高井郡野沢温泉村豊郷・ とよさと

　　３８９-２６１２・長野県下高井郡野沢温泉村七ケ巻・ なながまき

　　３８９-２６１１・長野県下高井郡野沢温泉村東大滝・ ひがしおおたき

　　３８９-２６１４・長野県　下高井郡野沢温泉村, 平林"・ひらはﾞやじ

　　３８９-２５０３・長野県下高井郡野沢温泉村前坂・ まえざか

　　３８９-２６１３・長野県下高井郡野沢温泉村虫生・ むしう

　　３８９-１３００・長野県上水内郡信濃町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３８９-１３１１・長野県上水内郡信濃町荒瀬原・あらせはﾞら

　　３８９-１３１６・長野県上水内郡信濃町大井・おおい

　　３８９-１３０５・長野県上水内郡信濃町柏原・かしわはﾞら

　　３８９-１３０４・長野県上水内郡信濃町神山国際村・かみやまこくさいむら

　　３８９-１３０１・長野県上水内郡信濃町熊坂・くまさか

　　３８９-１３１２・長野県上水内郡信濃町富濃・とみの

　　３８９-１３０３・長野県上水内郡信濃町野尻・のじり

　　３８９-１３０６・長野県上水内郡信濃町野尻（大学村）・のじり(だいがくむら)

　　３８９-１３１５・長野県上水内郡信濃町平岡・ひらおか

　　３８９-１３１３・長野県上水内郡信濃町古間・ふるま

　　３８９-１３０２・長野県上水内郡信濃町古海・ふるみ

　　３８９-１３１４・長野県上水内郡信濃町穂波・ほなみ

　　３８１-３３００・長野県上水内郡小川村・・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３８１-３３０１・長野県上水内郡小川村稲丘・ いなおか

　　３８１-３３０３・長野県上水内郡小川村小根山・ おねやま

　　３８１-３３０４・長野県上水内郡小川村瀬戸川・ せとがわ

　　３８１-３３０２・長野県上水内郡小川村高府・ たかふ

　　３８９-１２００・長野県上水内郡飯綱町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３８９-１２０３・長野県上水内郡飯綱町赤塩・あかしお

　　３８９-１２０１・長野県上水内郡飯綱町芋川・いもがわ

　　３８９-１２２６・長野県上水内郡飯綱町川上・かわかみ

　　３８９-１２０５・長野県上水内郡飯綱町川谷・かわたに

　　３８９-１２０４・長野県上水内郡飯綱町倉井・くらい



　　３８９-１２１４・長野県上水内郡飯綱町黒川・くろかわ

　　３８９-１２２７・長野県上水内郡飯綱町高坂・こうさか

　　３８９-１２１５・長野県上水内郡飯綱町小玉・こだま

　　３８９-１２２５・長野県上水内郡飯綱町坂口・さかぐち

　　３８９-１２２４・長野県上水内郡飯綱町地蔵久保・じぞうくほﾞ

　　３８９-１２２３・長野県上水内郡飯綱町袖之山・そでのやま

　　３８９-１２１２・長野県上水内郡飯綱町豊野・とよの

　　３８９-１２０２・長野県上水内郡飯綱町東柏原・ひがしかしわはﾞら

　　３８９-１２１３・長野県上水内郡飯綱町平出・ひらいで

　　３８９-１２０６・長野県上水内郡飯綱町普光寺・ふこうじ

　　３８９-１２２１・長野県上水内郡飯綱町古町・ふるまち

　　３８９-１２１１・長野県上水内郡飯綱町牟礼・むれ

　　３８９-１２２２・長野県上水内郡飯綱町柳里・やなぎさと

　　３８９-２７００・長野県下水内郡栄村・・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　９４９-８３２１・長野県下水内郡栄村堺（１７５００～１８５６０)・ さかい

　　３８９-２７０３・長野県下水内郡栄村堺（その他）・ さかい(そのた)

　　３８９-２７０１・長野県下水内郡栄村豊栄・ とよさかえ

　　３８９-２７０２・長野県下水内郡栄村北信・ ほくしん




