
　　８５０-００００・長崎県長崎市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８５０-０９２２・長崎県長崎市相生町・あいおいまち

　　８５１-１１２２・長崎県長崎市相川町・あいがわまち

　　８５２-８０３６・長崎県長崎市青山町・あおやままち

　　８５１-２３２１・長崎県長崎市赤首町・あかくびまち

　　８５２-８１５６・長崎県長崎市赤迫・あかさこ

　　８５０-００６４・長崎県長崎市秋月町・あきつﾞきまち

　　８５０-００６３・長崎県長崎市飽の浦町・あくのうらまち

　　８５２-８００８・長崎県長崎市曙町・あけほﾞのまち

　　８５２-８００３・長崎県長崎市旭町・あさひまち

　　８５１-２２１２・長崎県長崎市畝刈町・あぜかりまち

　　８５２-８１４１・長崎県長崎市畦別当町・あぜべつとうまち

　　８５１-２２０１・長崎県長崎市畦町・あぜまち

　　８５０-０８２２・長崎県長崎市愛宕・あたご

　　８５１-０１２３・長崎県長崎市網場町・あはﾞまち

　　８５２-８０３５・長崎県長崎市油木町・あぶらぎまち

　　８５０-０８３２・長崎県長崎市油屋町・あぶらやまち

　　８５２-８１３６・長崎県長崎市家野町・いえのまち

　　８５１-１２０１・長崎県長崎市伊王島町・いおうじままち

　　８５１-０２５４・長崎県長崎市飯香浦町・いかのうらまち

　　８５１-０５０２・長崎県長崎市以下宿町・いがやどまち

　　８５７-００７１・長崎県長崎市池島町・いけしままち

　　８５２-８１２６・長崎県長崎市石神町・いしがみまち

　　８５２-８１５１・長崎県長崎市泉・いずみ

　　８５２-８１５７・長崎県長崎市泉町・いずみまち

　　８５０-０９２４・長崎県長崎市出雲・いずも

　　８５０-００１８・長崎県長崎市伊勢町・いせまち

　　８５０-０９７１・長崎県長崎市磯道町・いそみちまち

　　８５２-８０１１・長崎県長崎市稲佐町・いなさまち

　　８５０-０９０７・長崎県長崎市稲田町・いなだまち

　　８５０-００２５・長崎県長崎市今博多町・いまはかたまち

　　８５０-０８０２・長崎県長崎市伊良林・ いらはﾞやじ

　　８５０-００６５・長崎県長崎市入船町・いりふねまち

　　８５２-８１０６・長崎県長崎市岩川町・いわかわまち

　　８５０-００７２・長崎県長崎市岩瀬道町・いわせどうまち

　　８５２-８０１７・長崎県長崎市岩見町・いわみまち

　　８５２-８０５２・長崎県長崎市岩屋町・いわやまち

　　８５０-０９２３・長崎県長崎市上田町・うえだまち

　　８５２-８１１３・長崎県長崎市上野町・うえのまち

　　８５０-０８７４・長崎県長崎市魚の町・うおのまち

　　８５１-０１３５・長崎県長崎市現川町・うつつがわまち

　　８５０-００２２・長崎県長崎市馬町・うままち

　　８５０-０９０９・長崎県長崎市梅香崎町・うめがさきまち

　　８５０-００５４・長崎県長崎市上町・うわまち

　　８５０-０９９２・長崎県長崎市江川町・えがわまち

　　８５０-０８６１・長崎県長崎市江戸町・えどまち

　　８５２-８００７・長崎県長崎市江の浦町・えのうらまち

　　８５０-００５６・長崎県長崎市恵美須町・えびすまち

　　８５２-８１０１・長崎県長崎市江平・えびら

　　８５２-８０５４・長崎県長崎市エミネント葉山町・えみねんとはやままち

　　８５２-８０３２・長崎県長崎市江里町・えりまち

　　８５２-８１３２・長崎県長崎市扇町・おうぎまち

　　８５０-００２４・長崎県長崎市大井手町・おおいでまち

　　８５０-０９１６・長崎県長崎市大浦東町・おおうらひがしまち

　　８５０-０９１８・長崎県長崎市大浦町・おおうらまち

　　８５１-０３０２・長崎県長崎市大籠町・おおごもりまち

　　８５１-０２４４・長崎県長崎市大崎町・おおさきまち

　　８５２-８０６２・長崎県長崎市大園町・おおぞのまち

　　８５１-０２５５・長崎県長崎市太田尾町・おおたおまち

　　８５０-００６２・長崎県長崎市大谷町・おおたにまち

　　８５２-８１２７・長崎県長崎市大手・おおて

　　８５２-８００５・長崎県長崎市大鳥町・おおとりまち

　　８５２-８１３４・長崎県長崎市大橋町・おおはﾞしまち

　　８５０-００６６・長崎県長崎市大浜町・おおはままち

　　８５２-８０５６・長崎県長崎市大宮町・おおみやまち

　　８５０-０９６４・長崎県長崎市大山町・おおやままち

　　８５２-８１１５・長崎県長崎市岡町・おかまち

　　８５０-００２７・長崎県長崎市桶屋町・おけやまち

　　８５２-８０４４・長崎県長崎市音無町・おとなしまち

　　８５０-００５８・長崎県長崎市尾上町・おのうえまち
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　　８５０-００４２・長崎県長崎市御船蔵町・おふなぐらまち

　　８５１-０１１５・長崎県長崎市かき道・かきどう

　　８５１-１１３４・長崎県長崎市柿泊町・かきどまりまち

　　８５０-０９０５・長崎県長崎市籠町・かごまち

　　８５０-０８０３・長崎県長崎市風頭町・かざがしらまち

　　８５１-２２０２・長崎県長崎市樫山町・かしやままち

　　８５０-０８３１・長崎県長崎市鍛冶屋町・かじやまち

　　８５１-０１２４・長崎県長崎市春日町・かすがまち

　　８５０-０００３・長崎県長崎市片淵・かたふち

　　８５０-００２８・長崎県長崎市勝山町・かつやままち

　　８５２-８０２６・長崎県長崎市金堀町・かなほりまち

　　８５０-００３７・長崎県長崎市金屋町・かなやまち

　　８５０-０９７３・長崎県長崎市鹿尾町・かのおまち

　　８５０-００３４・長崎県長崎市樺島町・かはﾞしままち

　　８５１-１１３１・長崎県長崎市上浦町・かみうらまち

　　８５１-２４２６・長崎県長崎市上大野町・かみおおのまち

　　８５１-２３２４・長崎県長崎市上黒崎町・かみくろさきまち

　　８５０-０８３４・長崎県長崎市上小島・かみこしま

　　８５０-００４８・長崎県長崎市上銭座町・かみぜんざまち

　　８５１-０１１１・長崎県長崎市上戸石町・かみといしまち

　　８５０-０９５３・長崎県長崎市上戸町・かみとまち

　　８５０-０００６・長崎県長崎市上西山町・かみにしやままち

　　８５０-００７８・長崎県長崎市神ノ島町・かみのしままち

　　８５１-０４０１・長崎県長崎市蚊焼町・かやきまち

　　８５１-０１１２・長崎県長崎市川内町・かわちまち

　　８５０-０９４６・長崎県長崎市川上町・かわかみまち

　　８５２-８１０８・長崎県長崎市川口町・かわぐちまち

　　８５２-８１４３・長崎県長崎市川平町・かわひらまち

　　８５１-０４０７・長崎県長崎市川原町・かわらまち

　　８５０-０９０６・長崎県長崎市館内町・かんないまち

　　８５１-０２４２・長崎県長崎市北浦町・きたうらまち

　　８５０-００７６・長崎県長崎市木鉢町・きはﾞちまち

　　８５０-０９７４・長崎県長崎市京太郎町・きようたろうまち

　　８５１-２２１１・長崎県長崎市京泊・きようどまり

　　８５１-３２１４・長崎県長崎市琴海大平町・きんかいおおひらまち

　　８５１-３２１５・長崎県長崎市琴海尾戸町・きんかいおどまち

　　８５１-３２１３・長崎県長崎市琴海形上町・きんかいかたがみまち

　　８５１-３２１１・長崎県長崎市琴海戸根原町・きんかいとねはらまち

　　８５１-３１０３・長崎県長崎市琴海戸根町・きんかいとねまち

　　８５１-３１０２・長崎県長崎市琴海村松町・きんかいむらまつまち

　　８５０-０８５４・長崎県長崎市銀屋町・ぎんやまち

　　８５０-０９８１・長崎県長崎市草住町・くさずみまち

　　８５１-０５０１・長崎県長崎市黒浜町・くろはままち

　　８５０-０９７６・長崎県長崎市毛井首町・けいくびまち

　　８５２-８１４６・長崎県長崎市けやき台町・けやきだいまち

　　８５０-０８７１・長崎県長崎市麹屋町・こうじやまち

　　８５０-００３２・長崎県長崎市興善町・こうぜんまち

　　８５１-２４０３・長崎県長崎市神浦江川町・こうのうらえがわまち

　　８５１-２４１１・長崎県長崎市神浦扇山町・こうのうらおおぎやままち

　　８５１-２４２２・長崎県長崎市神浦上大中尾町・こうのうらかみおおなかおまち

　　８５１-２４２４・長崎県長崎市神浦上道徳町・こうのうらかみどうとくまち

　　８５１-２４２１・長崎県長崎市神浦北大中尾町・こうのうらきたおおなかおまち

　　８５１-２４０１・長崎県長崎市神浦口福町・こうのうらくちぶくまち

　　８５１-２４２３・長崎県長崎市神浦下大中尾町・こうのうらしもおおなかおまち

　　８５１-２４２５・長崎県長崎市神浦下道徳町・こうのうらしもどうとくまち

　　８５１-２４１３・長崎県長崎市神浦夏井町・こうのうらなついまち

　　８５１-２４０４・長崎県長崎市神浦丸尾町・こうのうらまるおまち

　　８５１-２４０５・長崎県長崎市神浦向町・こうのうらむかいまち

　　８５１-０３１０・長崎県長崎市香焼町・こうやぎまち

　　８５０-００６７・長崎県長崎市小浦町・こうらまち

　　８５１-１１３２・長崎県長崎市小江原・こえはﾞる

　　８５１-１１３３・長崎県長崎市小江町・こえまち

　　８５０-０９６１・長崎県長崎市小ケ倉町・こがくらまち

　　８５１-０１０１・長崎県長崎市古賀町・こがまち

　　８５０-０９５１・長崎県長崎市国分町・こくぶまち

　　８５０-０９３４・長崎県長崎市小菅町・こすげまち

　　８５０-００７７・長崎県長崎市小瀬戸町・こせどまち

　　８５０-０９３７・長崎県長崎市小曽根町・こぞねまち

　　８５０-００３６・長崎県長崎市五島町・ごとうまち

　　８５０-０００２・長崎県長崎市木場町・こはﾞまち



　　８５２-８１２５・長崎県長崎市小峰町・こみねまち

　　８５０-０９８３・長崎県長崎市米山町・こめのやままち

　　８５０-００４６・長崎県長崎市幸町・さいわいまち

　　８５０-０９９４・長崎県長崎市竿浦町・さおのうらまち

　　８５１-０１２２・長崎県長崎市界・さかい

　　８５０-０８７５・長崎県長崎市栄町・さかえまち

　　８５２-８１０２・長崎県長崎市坂本・さかもと

　　８５０-０８３５・長崎県長崎市桜木町・さくらぎまち

　　８５１-２２０７・長崎県長崎市さくらの里・さくらのさと

　　８５０-００１５・長崎県長崎市桜馬場・さくらはﾞはﾞ

　　８５０-００３１・長崎県長崎市桜町・さくらまち

　　８５１-２２０６・長崎県長崎市三京町・さんきようまち

　　８５０-０８２４・長崎県長崎市三景台町・さんけいだいまち

　　８５０-０９７５・長崎県長崎市三和町・さんわまち

　　８５０-０９４７・長崎県長崎市椎の木町・しいのきまち

　　８５０-００７１・長崎県長崎市塩浜町・しおはままち

　　８５１-０１２５・長崎県長崎市潮見町・しおみまち

　　８５１-１１３７・長崎県長崎市式見町・しきみまち

　　８５０-０９１７・長崎県長崎市下町・したまち

　　８５２-８０４１・長崎県長崎市清水町・しみずまち

　　８５１-２４２７・長崎県長崎市下大野町・しもおおのまち

　　８５１-２３２６・長崎県長崎市下黒崎町・しもくろさきまち

　　８５０-０００４・長崎県長崎市下西山町・しもにしやままち

　　８５０-０９０８・長崎県長崎市十人町・じゆうにんまち

　　８５１-０１２１・長崎県長崎市宿町・しゆくまち

　　８５２-８０３４・長崎県長崎市城栄町・じようえいまち

　　８５２-８１４５・長崎県長崎市昭和・しようわ

　　８５２-８０４２・長崎県長崎市白鳥町・しらとりまち

　　８５０-０８１２・長崎県長崎市白木町・しろきまち

　　８５２-８０２７・長崎県長崎市城山台・しろやまだい

　　８５２-８０２１・長崎県長崎市城山町・しろやままち

　　８５０-０９６２・長崎県長崎市新小が倉・しんこがくら

　　８５０-００１７・長崎県長崎市新大工町・しんだいくまち

　　８５０-０８４２・長崎県長崎市新地町・しんちまち

　　８５０-０９５４・長崎県長崎市新戸町・しんとまち

　　８５０-００１４・長崎県長崎市新中川町・しんなかがわまち

　　８５１-２３２３・長崎県長崎市新牧野町・しんまきのまち

　　８５０-０９９１・長崎県長崎市末石町・すえいしまち

　　８５１-０１２６・長崎県長崎市芒塚町・すすきつﾞかまち

　　８５２-８１５２・長崎県長崎市住吉台町・すみよしだいまち

　　８５２-８１５４・長崎県長崎市住吉町・すみよしまち

　　８５０-０８７３・長崎県長崎市諏訪町・すわまち

　　８５０-００４７・長崎県長崎市銭座町・ぜんざまち

　　８５１-１１２５・長崎県長崎市園田町・そのだまち

　　８５０-００５７・長崎県長崎市大黒町・だいこくまち

　　８５０-０９６３・長崎県長崎市ダイヤランド・だいやらんど

　　８５１-２２１３・長崎県長崎市多以良町・たいらまち

　　８５０-０９４１・長崎県長崎市高丘・たかおか

　　８５２-８１１１・長崎県長崎市高尾町・たかおまち

　　８５１-１３１５・長崎県長崎市高島町・たかしままち

　　８５１-０１３７・長崎県長崎市高城台・たかしろだい

　　８５１-０５０３・長崎県長崎市高浜町・たかはままち

　　８５０-０８２１・長崎県長崎市高平町・たかひらまち

　　８５０-００４５・長崎県長崎市宝町・たからまち

　　８５１-０２５１・長崎県長崎市田上・たがみ

　　８５２-８０１４・長崎県長崎市竹の久保町・たけのくほﾞまち

　　８５２-８０２５・長崎県長崎市立岩町・たていわまち

　　８５０-０００７・長崎県長崎市立山・たてやま

　　８５１-０２５２・長崎県長崎市田手原町・たでわらまち

　　８５１-０１３４・長崎県長崎市田中町・たなかまち

　　８５０-００５３・長崎県長崎市玉園町・たまぞのまち

　　８５１-０４０５・長崎県長崎市為石町・ためしまち

　　８５０-００５２・長崎県長崎市筑後町・ちくごまち

　　８５１-０２４５・長崎県長崎市千々町・ちちﾞまち

　　８５２-８１３５・長崎県長崎市千歳町・ちとせまち

　　８５０-０８７７・長崎県長崎市築町・つきまち

　　８５２-８１２４・長崎県長崎市辻町・つじまち

　　８５１-０１０２・長崎県長崎市つつじが丘・つつじがおか

　　８５１-０４０６・長崎県長崎市椿が丘町・つはﾞきがおかまち

　　８５１-０１３２・長崎県長崎市鶴の尾町・つるのおまち



　　８５０-０９８４・長崎県長崎市鶴見台・つるみだい

　　８５０-００２３・長崎県長崎市出来大工町・できだいくまち

　　８５１-１１３５・長崎県長崎市手熊町・てぐままち

　　８５０-０８６２・長崎県長崎市出島町・でじままち

　　８５０-０８７２・長崎県長崎市寺町・てらまち

　　８５０-００４４・長崎県長崎市天神町・てんじんまち

　　８５１-０１１３・長崎県長崎市戸石町・といしまち

　　８５０-０９７７・長崎県長崎市土井首町・どいのくびまち

　　８５０-０８４１・長崎県長崎市銅座町・どうざまち

　　８５１-０４０４・長崎県長崎市藤田尾町・とうだおまち

　　８５０-０８４３・長崎県長崎市常盤町・ときわまち

　　８５０-０９５２・長崎県長崎市戸町・とまち

　　８５１-３２１２・長崎県長崎市長浦町・ながうらまち

　　８５０-００１３・長崎県長崎市中川・なかがわ

　　８５０-０８３６・長崎県長崎市中小島・なかこしま

　　８５１-０１０３・長崎県長崎市中里町・なかざとまち

　　８５０-０９１２・長崎県長崎市中新町・なかしんまち

　　８５２-８１５５・長崎県長崎市中園町・なかぞのまち

　　８５１-２３２５・長崎県長崎市永田町・ながたまち

　　８５０-００５５・長崎県長崎市中町・なかまち

　　８５０-０９３６・長崎県長崎市浪の平町・なみのひらまち

　　８５２-８０６１・長崎県長崎市滑石・ なめじ

　　８５０-００１１・長崎県長崎市鳴滝・なるたき

　　８５１-２２１５・長崎県長崎市鳴見台・なるみだい

　　８５１-２２１４・長崎県長崎市鳴見町・なるみまち

　　８５１-０５０４・長崎県長崎市南越町・なんごしまち

　　８５０-０８７６・長崎県長崎市賑町・にぎわいまち

　　８５１-３１０１・長崎県長崎市西海町・にしうみまち

　　８５２-８０５５・長崎県長崎市虹が丘町・にじがおかまち

　　８５２-８０５１・長崎県長崎市西北町・にしきたまち

　　８５２-８０４５・長崎県長崎市錦・にしき

　　８５０-０８３７・長崎県長崎市西小島・にしこしま

　　８５０-０９３３・長崎県長崎市西琴平町・にしことひらまち

　　８５０-００５１・長崎県長崎市西坂町・にしざかまち

　　８５１-２３２２・長崎県長崎市西出津町・にししつまち

　　８５０-００７４・長崎県長崎市西立神町・にしたてがみまち

　　８５０-００７５・長崎県長崎市西泊町・にしどまりまち

　　８５２-８０４３・長崎県長崎市西町・にしまち

　　８５０-０００１・長崎県長崎市西山・にしやま

　　８５２-８１２２・長崎県長崎市西山台・にしやまだい

　　８５０-０００５・長崎県長崎市西山本町・にしやまほんまち

　　８５１-０４０３・長崎県長崎市布巻町・ぬのまきまち

　　８５１-０５０７・長崎県長崎市野母崎樺島町・のもざきかはﾞしままち

　　８５１-０５０５・長崎県長崎市野母町・のもまち

　　８５２-８１１４・長崎県長崎市橋口町・はしぐちまち

　　８５０-０９９３・長崎県長崎市八郎岳町・はちろうだけまち

　　８５０-０９４４・長崎県長崎市八景町・はつけいまち

　　８５２-８１５３・長崎県長崎市花丘町・はなおかまち

　　８５２-８０２４・長崎県長崎市花園町・はなぞのまち

　　８５２-８１０７・長崎県長崎市浜口町・はまぐちまち

　　８５０-００４１・長崎県長崎市浜平・はまひら

　　８５０-０８５３・長崎県長崎市浜町・はままち

　　８５１-０２５３・長崎県長崎市早坂町・はやさかまち

　　８５２-８０５３・長崎県長崎市葉山・はやま

　　８５２-８０１５・長崎県長崎市春木町・はるきまち

　　８５１-０４０２・長崎県長崎市晴海台町・はるみだいまち

　　８５２-８００１・長崎県長崎市光町・ひかりまち

　　８５０-０８３３・長崎県長崎市東小島町・ひがしこしままち

　　８５０-０９３２・長崎県長崎市東琴平・ひがしことひら

　　８５１-２３２７・長崎県長崎市東出津町・ひがししつまち

　　８５０-００７３・長崎県長崎市東立神町・ひがしたてがみまち

　　８５０-０８５５・長崎県長崎市東古川町・ひがしふるかわまち

　　８５１-０１１６・長崎県長崎市東町・ひがしまち

　　８５０-０９１１・長崎県長崎市東山手町・ひがしやまてまち

　　８５０-０９１５・長崎県長崎市東山町・ひがしやままち

　　８５０-０８０４・長崎県長崎市彦見町・ひこみまち

　　８５０-０９１４・長崎県長崎市日の出町・ひのでまち

　　８５０-０９８５・長崎県長崎市平瀬町・ひらせまち

　　８５２-８００６・長崎県長崎市平戸小屋町・ひらどごやまち

　　８５２-８１１７・長崎県長崎市平野町・ひらのまち



　　８５１-０１３６・長崎県長崎市平間町・ひらままち

　　８５０-０９９６・長崎県長崎市平山台・ひらやまだい

　　８５０-０９９５・長崎県長崎市平山町・ひらやままち

　　８５０-００１６・長崎県長崎市夫婦川町・ふうふがわまち

　　８５１-０３０１・長崎県長崎市深堀町・ふかほりまち

　　８５０-００６８・長崎県長崎市福田本町・ふくだほんまち

　　８５２-８０２２・長崎県長崎市富士見町・ふじみまち

　　８５２-８０１２・長崎県長崎市淵町・ふちまち

　　８５１-０１０４・長崎県長崎市船石町・ふないしまち

　　８５０-０９０４・長崎県長崎市船大工町・ふなだいくまち

　　８５０-０８５１・長崎県長崎市古川町・ふるかわまち

　　８５０-０９３５・長崎県長崎市古河町・ふるこまち

　　８５０-００２６・長崎県長崎市古町・ふるまち

　　８５０-０９７２・長崎県長崎市古道町・ふるみちまち

　　８５２-８１３１・長崎県長崎市文教町・ぶんきようまち

　　８５２-８１１６・長崎県長崎市平和町・へいわまち

　　８５２-８００２・長崎県長崎市弁天町・べんてんまち

　　８５２-８０１６・長崎県長崎市宝栄町・ほうえいまち

　　８５１-２２１６・長崎県長崎市豊洋台・ほうようだい

　　８５２-８０６３・長崎県長崎市北栄町・ほくえいまち

　　８５２-８０６４・長崎県長崎市北陽町・ほくようまち

　　８５０-０９４５・長崎県長崎市星取・ほしとり

　　８５０-００１２・長崎県長崎市本河内・ほんごうち

　　８５１-０１１４・長崎県長崎市牧島町・まきしままち

　　８５１-１１２４・長崎県長崎市牧野町・まきのまち

　　８５０-０９２１・長崎県長崎市松が枝町・まつがえまち

　　８５１-２２０５・長崎県長崎市松崎町・まつざきまち

　　８５１-０１３１・長崎県長崎市松原町・まつはﾞらまち

　　８５２-８１１８・長崎県長崎市松山町・まつやままち

　　８５２-８００４・長崎県長崎市丸尾町・まるおまち

　　８５０-０９０２・長崎県長崎市丸山町・まるやままち

　　８５０-００３３・長崎県長崎市万才町・まんざいまち

　　８５１-２２０３・長崎県長崎市三重田町・みえだまち

　　８５１-２２０４・長崎県長崎市三重町・みえまち

　　８５２-８１２１・長崎県長崎市三川町・みかわまち

　　８５１-１１２１・長崎県長崎市見崎町・みさきまち

　　８５０-００６１・長崎県長崎市水の浦町・みずのうらまち

　　８５２-８１４２・長崎県長崎市三ツ山町・みつやままち

　　８５２-８０３３・長崎県長崎市緑が丘町・みどりがおかまち

　　８５２-８１０３・長崎県長崎市緑町・みどりまち

　　８５０-００７９・長崎県長崎市みなと坂・みなとざか

　　８５０-０９４３・長崎県長崎市南が丘町・みなみがおかまち

　　８５０-０９４２・長崎県長崎市南町・みなみまち

　　８５０-０９３１・長崎県長崎市南山手町・みなみやまてまち

　　８５２-８１２３・長崎県長崎市三原・みはら

　　８５１-０４０８・長崎県長崎市宮崎町・みやざきまち

　　８５１-０２４３・長崎県長崎市宮摺町・みやずりまち

　　８５２-８０３１・長崎県長崎市三芳町・みよしまち

　　８５１-１１３６・長崎県長崎市向町・むかえまち

　　８５２-８１０５・長崎県長崎市目覚町・めざめまち

　　８５２-８１４４・長崎県長崎市女の都・めのと

　　８５１-０２４１・長崎県長崎市茂木町・もぎまち

　　８５２-８１１２・長崎県長崎市本尾町・もとおまち

　　８５０-０９０１・長崎県長崎市本石灰町・もとしつくいまち

　　８５２-８１３３・長崎県長崎市本原町・もとはらまち

　　８５０-００３５・長崎県長崎市元船町・もとふなまち

　　８５０-０９１３・長崎県長崎市元町・もとまち

　　８５２-８１０４・長崎県長崎市茂里町・もりまち

　　８５０-００２９・長崎県長崎市八百屋町・やおやまち

　　８５１-０１３３・長崎県長崎市矢上町・やがみまち

　　８５０-００４３・長崎県長崎市八千代町・やちよまち

　　８５０-０８１３・長崎県長崎市八つ尾町・やつおまち

　　８５２-８０１３・長崎県長崎市梁川町・やながわまち

　　８５２-８０４６・長崎県長崎市柳谷町・やなぎだにまち

　　８５０-０９８２・長崎県長崎市柳田町・やなぎだまち

　　８５０-０８１１・長崎県長崎市矢の平・やのひら

　　８５０-０８０１・長崎県長崎市八幡町・やはたまち

　　８５０-０８２３・長崎県長崎市弥生町・やよいまち

　　８５２-８０６５・長崎県長崎市横尾・よこお

　　８５１-１１２３・長崎県長崎市四杖町・よつえまち



　　８５０-０９０３・長崎県長崎市寄合町・よりあいまち

　　８５０-０８５２・長崎県長崎市万屋町・よろずやまち

　　８５０-００２１・長崎県長崎市炉粕町・ろかすまち

　　８５２-８０２３・長崎県長崎市若草町・わかくさまち

　　８５２-８０４７・長崎県長崎市若竹町・わかたけまち

　　８５２-８１３７・長崎県長崎市若葉町・わかはﾞまち

　　８５１-０５０６・長崎県長崎市脇岬町・わきみさきまち

　　８５７-００００・長崎県佐世保市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８５７-００４４・長崎県佐世保市相生町・あいおいちよう

　　８５８-０９１８・長崎県佐世保市相浦町・あいのうらちよう

　　８５７-００１３・長崎県佐世保市赤木町・あかぎちよう

　　８５７-００６４・長崎県佐世保市赤崎町・あかさきちよう

　　８５７-０４３１・長崎県佐世保市浅子町・あさごちよう

　　８５８-０９１７・長崎県佐世保市愛宕町・あたごちよう

　　８５９-３２４１・長崎県佐世保市有福町・ありふくちよう

　　８５７-１２３３・長崎県佐世保市庵浦町・いおのうらちよう

　　８５７-００３７・長崎県佐世保市石坂町・いしざかちよう

　　８５７-００５７・長崎県佐世保市泉町・いずみちよう

　　８５７-０８５１・長崎県佐世保市稲荷町・いなりちよう

　　８５７-００６１・長崎県佐世保市今福町・いまぶくちよう

　　８５７-４８１３・長崎県佐世保市宇久町飯良・うくまちいいら

　　８５７-４８１５・長崎県佐世保市宇久町大久保・うくまちおおくほﾞ

　　８５７-４９０３・長崎県佐世保市宇久町太田江・うくまちおおだえ

　　８５７-４８１２・長崎県佐世保市宇久町小浜・うくまちおはﾞま

　　８５７-４８１１・長崎県佐世保市宇久町神浦・うくまちこうのうら

　　８５７-４９０４・長崎県佐世保市宇久町木場・うくまちこはﾞ

　　８５７-４９０１・長崎県佐世保市宇久町平・うくまちたいら

　　８５７-４８１６・長崎県佐世保市宇久町寺島・うくまちてらしま

　　８５７-４９０２・長崎県佐世保市宇久町野方・うくまちのがた

　　８５７-４８１４・長崎県佐世保市宇久町本飯良・うくまちもといいら

　　８５７-００６９・長崎県佐世保市鵜渡越町・うどごえちよう

　　８５７-００１７・長崎県佐世保市梅田町・うめだまち

　　８５９-３２２５・長崎県佐世保市浦川内町・うらがわちちよう

　　８５９-３２０２・長崎県佐世保市上原町・うわはﾞるちよう

　　８５７-００５８・長崎県佐世保市上町・うわまち

　　８５９-３２４４・長崎県佐世保市江上町・えがみちよう

　　８５９-３１６５・長崎県佐世保市江永町・えながちよう

　　８５７-０００１・長崎県佐世保市烏帽子町・えほﾞしちよう

　　８５９-６１３１・長崎県佐世保市江迎町赤坂・えむかえちようあかさか

　　８５９-６１１１・長崎県佐世保市江迎町飯良坂・えむかえちよういいらざか

　　８５９-６１３３・長崎県佐世保市江迎町猪調・えむかえちよういのつき

　　８５９-６１０３・長崎県佐世保市江迎町埋立・えむかえちよううめたて

　　８５９-６１１４・長崎県佐世保市江迎町箙尾・えむかえちようえびらお

　　８５９-６１２１・長崎県佐世保市江迎町奥川内・えむかえちようおくがわち

　　８５９-６１０５・長崎県佐世保市江迎町梶ノ村・えむかえちようかじのむら

　　８５９-６１０２・長崎県佐世保市江迎町上川内・えむかえちようかみがわち

　　８５９-６１０６・長崎県佐世保市江迎町北田・えむかえちようきただ

　　８５９-６１２６・長崎県佐世保市江迎町北平・えむかえちようきたひら

　　８５９-６１１３・長崎県佐世保市江迎町栗越・ えむかえちようくりこじ

　　８５９-６１２３・長崎県佐世保市江迎町小川内・えむかえちようこがわち

　　８５９-６１３２・長崎県佐世保市江迎町志戸氏・えむかえちようしとのうじ

　　８５９-６１０４・長崎県佐世保市江迎町末橘・えむかえちようすえたちはﾞな

　　８５９-６１３４・長崎県佐世保市江迎町田ノ元・えむかえちようたのもと

　　８５９-６１１５・長崎県佐世保市江迎町中尾・えむかえちようなかお

　　８５９-６１０１・長崎県佐世保市江迎町長坂・えむかえちようながさか

　　８５９-６１２２・長崎県佐世保市江迎町七腕・えむかえちようななかい

　　８５９-６１１２・長崎県佐世保市江迎町根引・えむかえちようねびき

　　８５９-６１２５・長崎県佐世保市江迎町三浦・えむかえちようみうら

　　８５９-６１２４・長崎県佐世保市江迎町乱橋・ えむかえちようみだれはﾞじ

　　８５８-０９２６・長崎県佐世保市大潟町・おおがたちよう

　　８５７-１１６３・長崎県佐世保市大岳台町・おおたけだいまち

　　８５７-０１３１・長崎県佐世保市大野町・おおのちよう

　　８５７-０８４１・長崎県佐世保市大宮町・おおみやちよう

　　８５７-０１４６・長崎県佐世保市小川内町・おがわちちよう

　　８５７-１１７１・長崎県佐世保市沖新町・おきしんまち

　　８５９-３２３３・長崎県佐世保市奥山町・おくやまちよう

　　８５８-０９０２・長崎県佐世保市踊石町・おどりいしちよう

　　８５７-００６５・長崎県佐世保市小野町（１２００～１４９９)・おのちよう

　　８５８-０９６５・長崎県佐世保市小野町（その他）・おのちよう(そのた)

　　８５７-００２１・長崎県佐世保市折橋町・おりはしちよう



　　８５７-１１６２・長崎県佐世保市卸本町・おろしほんまち

　　８５７-０１４４・長崎県佐世保市皆瀬町・かいぜちよう

　　８５８-０９２２・長崎県佐世保市鹿子前町・かしまえちよう

　　８５７-００１１・長崎県佐世保市春日町・かすがちよう

　　８５９-３２１６・長崎県佐世保市勝海町・かつうみちよう

　　８５７-０８０３・長崎県佐世保市勝富町・かつとみちよう

　　８５８-０９１５・長崎県佐世保市上相浦町・かみあいのうらちよう

　　８５７-０８７２・長崎県佐世保市上京町・かみきようまち

　　８５７-００６７・長崎県佐世保市神島町・かみしまちよう

　　８５８-０９０３・長崎県佐世保市上本山町・かみもとやまちよう

　　８５７-０１２６・長崎県佐世保市上柚木町・かみゆのきちよう

　　８５８-０９１４・長崎県佐世保市川下町・かわしもちよう

　　８５７-０１２３・長崎県佐世保市川谷町・かわたにちよう

　　８５７-０８０１・長崎県佐世保市祇園町・ぎおんちよう

　　８５７-１１６６・長崎県佐世保市木風町・きかぜちよう

　　８５８-０９１６・長崎県佐世保市木宮町・きのみやちよう

　　８５９-３１６６・長崎県佐世保市木原町・きはらちよう

　　８５７-０８７４・長崎県佐世保市京坪町・きようのつほﾞちよう

　　８５７-０１２１・長崎県佐世保市潜木町・くぐるぎちよう

　　８５７-０１０４・長崎県佐世保市楠木町・くすのきちよう

　　８５９-３１６１・長崎県佐世保市口の尾町・くちのおちよう

　　８５７-００２５・長崎県佐世保市熊野町・くまのちよう

　　８５７-１１５２・長崎県佐世保市黒髪町・くろかみちよう

　　８５７-３２７１・長崎県佐世保市黒島町・くろしまちよう

　　８５９-３１５７・長崎県佐世保市桑木場町・くわこはﾞちよう

　　８５７-０８０５・長崎県佐世保市光月町・こうげつちよう

　　８５７-０８０２・長崎県佐世保市高天町・こうてんちよう

　　８５９-３１６４・長崎県佐世保市心野町・ここんのちよう

　　８５７-０４０３・長崎県佐世保市小佐々町臼ノ浦・こさざちよううすのうら

　　８５７-０４１３・長崎県佐世保市小佐々町楠泊・こさざちようくすどまり

　　８５７-０４０１・長崎県佐世保市小佐々町黒石・ こさざちようくろいじ

　　８５７-０４０２・長崎県佐世保市小佐々町小坂・こさざちようこさか

　　８５７-０４１１・長崎県佐世保市小佐々町岳ノ木場・こさざちようたけのこはﾞ

　　８５７-０４０４・長崎県佐世保市小佐々町田原・こさざちようたはﾞる

　　８５７-０４０５・長崎県佐世保市小佐々町葛籠・こさざちようつつﾞら

　　８５７-０４１２・長崎県佐世保市小佐々町西川内・こさざちようにしかわうち

　　８５７-０４０６・長崎県佐世保市小佐々町平原・こさざちようひらはﾞる

　　８５７-０４１４・長崎県佐世保市小佐々町矢岳・こさざちようやだけ

　　８５７-０８１３・長崎県佐世保市小佐世保町・こさせほﾞちよう

　　８５７-００６６・長崎県佐世保市小島町・こじまちよう

　　８５７-００４１・長崎県佐世保市木場田町・こはﾞたちよう

　　８５７-０１１４・長崎県佐世保市小舟町・こふねちよう

　　８５７-０１０６・長崎県佐世保市菰田町・こもだちよう

　　８５９-３２１４・長崎県佐世保市権常寺・ごんじようじ

　　８５９-３２１３・長崎県佐世保市権常寺町・ごんじようじちよう

　　８５７-００６２・長崎県佐世保市金比良町・こんひﾟらちよう

　　８５７-００５４・長崎県佐世保市栄町・さかえまち

　　８５９-３２２６・長崎県佐世保市崎岡町・さきおかちよう

　　８５７-１１７６・長崎県佐世保市崎辺町・さきべちよう

　　８５７-００１２・長崎県佐世保市桜木町・さくらぎちよう

　　８５９-３２４２・長崎県佐世保市指方町・さしかたちよう

　　８５７-０１２２・長崎県佐世保市里美町・さとよしちよう

　　８５９-３２１１・長崎県佐世保市早苗町・さなえちよう

　　８５８-０９２５・長崎県佐世保市椎木町・しいのきちよう

　　８５７-０８７６・長崎県佐世保市塩浜町・しおはまちよう

　　８５９-３１５４・長崎県佐世保市塩浸町・しおひたしちよう

　　８５７-０８３４・長崎県佐世保市潮見町・しおみちよう

　　８５９-６２０１・長崎県佐世保市鹿町町大屋・しかまちちようおおや

　　８５９-６２０２・長崎県佐世保市鹿町町上歌ヶ浦・しかまちちようかみうたがうら

　　８５９-６２０３・長崎県佐世保市鹿町町口ノ里・しかまちちようくちのさと

　　８５９-６１４４・長崎県佐世保市鹿町町鹿町・しかまちちようしかまち

　　８５９-６２０４・長崎県佐世保市鹿町町下歌ヶ浦・しかまちちようしもうたがうら

　　８５９-６１４１・長崎県佐世保市鹿町町新深江・しかまちちようしんふかえ

　　８５９-６１４５・長崎県佐世保市鹿町町土肥ノ浦・しかまちちようどいのうら

　　８５９-６２０５・長崎県佐世保市鹿町町中野・しかまちちようなかの

　　８５９-６２０６・長崎県佐世保市鹿町町長串・ しかまちちようなぐじ

　　８５９-６１４２・長崎県佐世保市鹿町町深江・しかまちちようふかえ

　　８５９-６１４３・長崎県佐世保市鹿町町深江潟・しかまちちようふかえがた

　　８５９-６２０７・長崎県佐世保市鹿町町船ノ村・しかまちちようふねのむら

　　８５９-３２２４・長崎県佐世保市重尾町・しげおちよう



　　８５７-０８０６・長崎県佐世保市島瀬町・しまのせちよう

　　８５７-０８７９・長崎県佐世保市島地町・しまんじちよう

　　８５７-００３６・長崎県佐世保市清水町・しみずちよう

　　８５７-０１１３・長崎県佐世保市下宇戸町・しもうどちよう

　　８５７-０８７５・長崎県佐世保市下京町・しもきようまち

　　８５９-３１５６・長崎県佐世保市下の原町・しものはるちよう

　　８５７-１２３２・長崎県佐世保市下船越町・しもふなこしちよう

　　８５８-０９０５・長崎県佐世保市下本山町・しももとやまちよう

　　８５７-１１７３・長崎県佐世保市十郎新町・じゆうろうしんまち

　　８５９-３２３７・長崎県佐世保市城間町・じようまちよう

　　８５７-０８２１・長崎県佐世保市白木町・しらきちよう

　　８５７-１１６４・長崎県佐世保市白岳町・しらたけちよう

　　８５７-０１０５・長崎県佐世保市白仁田町・しらにたちよう

　　８５７-０８６２・長崎県佐世保市白南風町・しらはえちよう

　　８５７-００３３・長崎県佐世保市城山町・しろやまちよう

　　８５９-３１５８・長崎県佐世保市新替町・しんがえちよう

　　８５９-３１５２・長崎県佐世保市新行江町・しんぎようえちよう

　　８５８-０９１３・長崎県佐世保市新田町・しんでんちよう

　　８５９-３２０３・長崎県佐世保市陣の内町・じんのうちちよう

　　８５７-０８５５・長崎県佐世保市新港町・しんみなとまち

　　８５７-０８１２・長崎県佐世保市須佐町・すさまち

　　８５７-０８３１・長崎県佐世保市須田尾町・すだおちよう

　　８５８-０９２４・長崎県佐世保市星和台町・せいわだいまち

　　８５９-６４０１・長崎県佐世保市世知原町赤木場・せちはﾞるちようあかこはﾞ

　　８５９-６４０２・長崎県佐世保市世知原町岩谷口・せちはﾞるちよういわやぐち

　　８５９-６４０３・長崎県佐世保市世知原町上野原・せちはﾞるちよううえのはら

　　８５９-６４０４・長崎県佐世保市世知原町太田・せちはﾞるちようおおた

　　８５９-６４０５・長崎県佐世保市世知原町開作・せちはﾞるちようかいさく

　　８５９-６４０６・長崎県佐世保市世知原町木浦原・せちはﾞるちようきうらはﾞる

　　８５９-６４０７・長崎県佐世保市世知原町北川内・せちはﾞるちようきたがわち

　　８５９-６４０８・長崎県佐世保市世知原町栗迎・せちはﾞるちようくりむかえ

　　８５９-６４１１・長崎県佐世保市世知原町長田代・せちはﾞるちようながたしろ

　　８５９-６４０９・長崎県佐世保市世知原町中通・せちはﾞるちようなかどおり

　　８５９-６４１２・長崎県佐世保市世知原町西ノ岳・せちはﾞるちようにしのたけ

　　８５９-６４１３・長崎県佐世保市世知原町笥瀬・せちはﾞるちようやなぜ

　　８５９-６４１４・長崎県佐世保市世知原町矢櫃・せちはﾞるちようやびつ

　　８５９-６４１５・長崎県佐世保市世知原町槍巻・せちはﾞるちようやりまき

　　８５９-３２３１・長崎県佐世保市瀬道町・せどうちよう

　　８５７-０１３４・長崎県佐世保市瀬戸越・せとごえ

　　８５７-０１３５・長崎県佐世保市瀬戸越町・せとごえちよう

　　８５７-００４５・長崎県佐世保市園田町・そのだまち

　　８５７-０８４３・長崎県佐世保市大黒町・だいこくちよう

　　８５７-１１６１・長崎県佐世保市大塔町・だいとうちよう

　　８５７-００４２・長崎県佐世保市高砂町・たかさごちよう

　　８５８-０９３１・長崎県佐世保市高島町・たかしまちよう

　　８５７-０８１１・長崎県佐世保市高梨町・たかなしちよう

　　８５７-０１２５・長崎県佐世保市高花町・たかはなちよう

　　８５８-０９０１・長崎県佐世保市岳野町・たけのちよう

　　８５８-０９１１・長崎県佐世保市竹辺町・たけべちよう

　　８５７-００１４・長崎県佐世保市田代町・たしろちよう

　　８５７-００６３・長崎県佐世保市立神町・たてがみちよう

　　８５８-０９０７・長崎県佐世保市棚方町・たながたちよう

　　８５７-００２７・長崎県佐世保市谷郷町・たにごうちよう

　　８５９-３２０５・長崎県佐世保市田の浦町・たのうらちよう

　　８５７-０１３６・長崎県佐世保市田原町・たはﾞるちよう

　　８５７-１２３５・長崎県佐世保市俵ケ浦町・たわらがうらちよう

　　８５７-００１６・長崎県佐世保市俵町・たわらまち

　　８５７-０１０１・長崎県佐世保市知見寺町・ちけんじちよう

　　８５７-０１１１・長崎県佐世保市筒井町・つついちよう

　　８５７-１１７４・長崎県佐世保市天神・てんじん

　　８５７-１１７５・長崎県佐世保市天神町・てんじんちよう

　　８５７-００４３・長崎県佐世保市天満町・てんまちよう

　　８５７-０１２４・長崎県佐世保市戸ケ倉町・とがくらちよう

　　８５７-００５３・長崎県佐世保市常盤町・ときわちよう

　　８５７-０８６４・長崎県佐世保市戸尾町・とのおちよう

　　８５７-０１４１・長崎県佐世保市十文野町・ともんのちよう

　　８５７-００４６・長崎県佐世保市長尾町・ながおちよう

　　８５８-０９２１・長崎県佐世保市長坂町・ながさかちよう

　　８５８-０９０４・長崎県佐世保市中里町・なかざとちよう

　　８５７-００３８・長崎県佐世保市中通町・なかどおりちよう



　　８５９-３２３４・長崎県佐世保市長畑町・ながはたちよう

　　８５９-３２２１・長崎県佐世保市中原町・なかはらちよう

　　８５７-００２３・長崎県佐世保市名切町・なきりちよう

　　８５７-００４８・長崎県佐世保市西大久保町・にしおおくほﾞちよう

　　８５７-１２３４・長崎県佐世保市野崎町・のざきちよう

　　８５７-０１４２・長崎県佐世保市野中町・のなかちよう

　　８５９-３２１５・長崎県佐世保市早岐・はいき

　　８５９-３２４３・長崎県佐世保市ハウステンボス町・はうすてんほﾞすまち

　　８５９-３２３６・長崎県佐世保市南風崎町・はえのさきちよう

　　８５９-３２３２・長崎県佐世保市萩坂町・はぎさかちよう

　　８５８-０９０６・長崎県佐世保市八の久保町・はちのくほﾞちよう

　　８５７-００２８・長崎県佐世保市八幡町・はちまんちよう

　　８５７-００２４・長崎県佐世保市花園町・はなぞのちよう

　　８５９-３２１２・長崎県佐世保市花高・はなたか

　　８５７-００５１・長崎県佐世保市浜田町・はまだまち

　　８５９-３４５４・長崎県佐世保市針尾北町・はりおきたまち

　　８５９-３４５２・長崎県佐世保市針尾中町・はりおなかまち

　　８５９-３４５３・長崎県佐世保市針尾西町・はりおにしまち

　　８５９-３４５１・長崎県佐世保市針尾東町・はりおひがしまち

　　８５７-０１０３・長崎県佐世保市原分町・はるぶんちよう

　　８５７-１１５１・長崎県佐世保市日宇町・ひうちよう

　　８５７-１１６７・長崎県佐世保市ひうみ町・ひうみまち

　　８５７-００４９・長崎県佐世保市東大久保町・ひがしおおくほﾞちよう

　　８５７-１１７２・長崎県佐世保市東浜町・ひがしはまちよう

　　８５７-０８４２・長崎県佐世保市東山町・ひがしやまちよう

　　８５８-０９０８・長崎県佐世保市光町・ひかりまち

　　８５７-０８５２・長崎県佐世保市干尽町・ひつﾞくしまち

　　８５８-０９２３・長崎県佐世保市日野町・ひのちよう

　　８５７-００５６・長崎県佐世保市平瀬町・ひらせちよう

　　８５７-００４０・長崎県佐世保市比良町・ひらまち

　　８５９-３２０１・長崎県佐世保市平松町・ひらまつちよう

　　８５９-３２２３・長崎県佐世保市広田・ひろた

　　８５９-３２２２・長崎県佐世保市広田町・ひろだちよう

　　８５７-０８５４・長崎県佐世保市福石町・ふくいしちよう

　　８５７-００３５・長崎県佐世保市福田町・ふくだまち

　　８５７-０８３２・長崎県佐世保市藤原町・ふじわらちよう

　　８５７-１２３１・長崎県佐世保市船越町・ふなこしちよう

　　８５８-０９１２・長崎県佐世保市母ケ浦町・ほうがうらちよう

　　８５７-００３１・長崎県佐世保市保立町・ほたてちよう

　　８５７-０８５３・長崎県佐世保市前畑町・まえはたちよう

　　８５７-０１４５・長崎県佐世保市牧の地町・まきのじちよう

　　８５７-００５２・長崎県佐世保市松浦町・まつうらちよう

　　８５７-０８０４・長崎県佐世保市松川町・まつかわちよう

　　８５７-０１０２・長崎県佐世保市松瀬町・まつせちよう

　　８５７-０１３２・長崎県佐世保市松原町・まつはﾞらちよう

　　８５７-００１５・長崎県佐世保市松山町・まつやまちよう

　　８５７-００３４・長崎県佐世保市万徳町・まんとくちよう

　　８５７-０８６３・長崎県佐世保市三浦町・みうらちよう

　　８５９-３１５３・長崎県佐世保市三川内新町・みかわちしんまち

　　８５９-３１５５・長崎県佐世保市三川内町・みかわちちよう

　　８５９-３１５１・長崎県佐世保市三川内本町・みかわちほんまち

　　８５７-００５５・長崎県佐世保市湊町・みなとまち

　　８５７-０８６１・長崎県佐世保市峰坂町・みねのさかちよう

　　８５７-００６８・長崎県佐世保市御船町・みふねちよう

　　８５７-０８７３・長崎県佐世保市宮崎町・みやざきちよう

　　８５７-００２６・長崎県佐世保市宮地町・みやじちよう

　　８５７-００３２・長崎県佐世保市宮田町・みやだまち

　　８５９-３２３５・長崎県佐世保市宮津町・みやつﾞちよう

　　８５７-０８７１・長崎県佐世保市本島町・もとしまちよう

　　８５７-００５９・長崎県佐世保市元町・もとまち

　　８５７-１１５３・長崎県佐世保市もみじが丘町・もみじがおかまち

　　８５７-００４７・長崎県佐世保市矢岳町・やたけちよう

　　８５７-０８７８・長崎県佐世保市山県町・やまがたちよう

　　８５７-０８２２・長崎県佐世保市山祇町・やまずみちよう

　　８５７-００２２・長崎県佐世保市山手町・やまてちよう

　　８５７-１１６５・長崎県佐世保市大和町・やまとちよう

　　８５７-０１３３・長崎県佐世保市矢峰町・やみねちよう

　　８５７-０１１２・長崎県佐世保市柚木町・ゆのきちよう

　　８５７-０１１５・長崎県佐世保市柚木元町・ゆのきもとまち

　　８５７-００１８・長崎県佐世保市横尾町・よこおちよう



　　８５９-３１６３・長崎県佐世保市横手町・よこてちよう

　　８５９-６３０３・長崎県佐世保市吉井町板樋・よしいちよういたび

　　８５９-６３２５・長崎県佐世保市吉井町大渡・よしいちようおおわたり

　　８５９-６３１６・長崎県佐世保市吉井町乙石尾・よしいちようおついしお

　　８５９-６３２２・長崎県佐世保市吉井町踊瀬・よしいちようおどりぜ

　　８５９-６３０４・長崎県佐世保市吉井町梶木場・よしいちようかじこはﾞ

　　８５９-６３１３・長崎県佐世保市吉井町上吉田・よしいちようかみよしだ

　　８５９-６３１５・長崎県佐世保市吉井町下原・よしいちようしもはﾞる

　　８５９-６３０１・長崎県佐世保市吉井町草ノ尾・よしいちようそうのお

　　８５９-６３１７・長崎県佐世保市吉井町高峰・よしいちようたかみね

　　８５９-６３２６・長崎県佐世保市吉井町立石・ よしいちようたていじ

　　８５９-６３１４・長崎県佐世保市吉井町田原・よしいちようたはﾞる

　　８５９-６３０５・長崎県佐世保市吉井町直谷・よしいちようなおや

　　８５９-６３１１・長崎県佐世保市吉井町橋川内・よしいちようはしかわち

　　８５９-６３１２・長崎県佐世保市吉井町橋口・よしいちようはしぐち

　　８５９-６３２３・長崎県佐世保市吉井町春明・よしいちようはるあけ

　　８５９-６３０２・長崎県佐世保市吉井町福井・よしいちようふくい

　　８５９-６３２１・長崎県佐世保市吉井町前岳・よしいちようまえだけ

　　８５９-６３２４・長崎県佐世保市吉井町吉元・よしいちようよしもと

　　８５７-０１４３・長崎県佐世保市吉岡町・よしおかちよう

　　８５９-３１６２・長崎県佐世保市吉福町・よしふくちよう

　　８５７-０８７７・長崎県佐世保市万津町・よろつﾞちよう

　　８５９-３２０４・長崎県佐世保市若竹台町・わかたけだいまち

　　８５７-０８３３・長崎県佐世保市若葉町・わかはﾞちよう

　　８５５-００００・長崎県島原市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８５５-００３８・長崎県島原市島原市の次に番地がくる場合・つぎにはﾞんち

　　８５５-０８５５・長崎県島原市青葉町・あおはﾞまち

　　８５５-００２１・長崎県島原市油堀町・あぶらほﾞりまち

　　８５５-０００２・長崎県島原市洗切町・あらいきりまち

　　８５９-１４１２・長崎県島原市有明町大三東乙・ありあけちようおおみさきおつ

　　８５９-１４１１・長崎県島原市有明町大三東甲・ありあけちようおおみさきこう

　　８５９-１４１４・長崎県島原市有明町大三東丁・ありあけちようおおみさきてい

　　８５９-１４１３・長崎県島原市有明町大三東丙・ありあけちようおおみさきへい

　　８５９-１４１５・長崎県島原市有明町大三東戊・ありあけちようおおみさきほﾞ

　　８５９-１４０２・長崎県島原市有明町湯江乙・ありあけちようゆえおつ

　　８５９-１４０１・長崎県島原市有明町湯江甲・ありあけちようゆえこう

　　８５９-１４０４・長崎県島原市有明町湯江丁・ありあけちようゆえてい

　　８５９-１４０３・長崎県島原市有明町湯江丙・ありあけちようゆえへい

　　８５５-０８１３・長崎県島原市有馬船津町・ありまふなつまち

　　８５５-００２３・長崎県島原市出の川町・いでのかわまち

　　８５５-００１５・長崎県島原市出平町・いでひらまち

　　８５５-００４６・長崎県島原市今川町・いまがわまち

　　８５５-０８５３・長崎県島原市上の原・うえのはら

　　８５５-００４５・長崎県島原市上の町・うえのまち

　　８５５-００７１・長崎県島原市宇土町・うとまち

　　８５５-０８７２・長崎県島原市梅園町・うめぞのまち

　　８５５-０８１７・長崎県島原市浦田・うらた

　　８５５-００５６・長崎県島原市浦の川・うらのかわ

　　８５５-００６７・長崎県島原市上新丁・うわじんちよう

　　８５５-００５９・長崎県島原市江戸丁・えどちよう

　　８５５-０８１６・長崎県島原市蛭子町・えびすまち

　　８５５-００１７・長崎県島原市江里町・えりまち

　　８５５-０８７８・長崎県島原市大下町・おおじもまち

　　８５５-００１２・長崎県島原市大手原町・おおてはﾞらまち

　　８５５-００１１・長崎県島原市御手水町・おちようずまち

　　８５５-００６６・長崎県島原市柿の木町・かきのきまち

　　８５５-００６４・長崎県島原市柏野町・かしわのまち

　　８５５-００４２・長崎県島原市片町・かたまち

　　８５５-０８８１・長崎県島原市門内町・かどうちまち

　　８５５-０８７４・長崎県島原市鎌田町・かまだまち

　　８５５-００７６・長崎県島原市上折橋町・かみおりはしまち

　　８５５-０８０８・長崎県島原市加美町・かみまち

　　８５５-０００４・長崎県島原市亀の甲町・かめのこうまち

　　８５５-０８７３・長崎県島原市北安徳町・きたあんとくまち

　　８５５-０８８６・長崎県島原市北上木場町・きたかみこはﾞまち

　　８５５-００７８・長崎県島原市北千本木町・きたせんほﾞんぎまち

　　８５５-００５８・長崎県島原市北原町・きたはﾞらまち

　　８５５-００３２・長崎県島原市北門町・きたもんまち

　　８５５-０８４１・長崎県島原市崩山町・くえやままち

　　８５５-００２６・長崎県島原市礫石原町・くれいしはﾞるまち



　　８５５-０８３６・長崎県島原市湖南町・こなんまち

　　８５５-０８５６・長崎県島原市小山町・こやままち

　　８５５-０８３２・長崎県島原市坂上町・さかうえまち

　　８５５-０８４２・長崎県島原市栄町・さかえまち

　　８５５-０８３３・長崎県島原市坂下町・さかしたまち

　　８５５-００３５・長崎県島原市先魁町・さきがけまち

　　８５５-０８０９・長崎県島原市桜町・さくらまち

　　８５５-００５１・長崎県島原市桜門町・さくらもんまち

　　８５５-０００６・長崎県島原市寺中町・じちゆうまち

　　８５５-００５５・長崎県島原市下新丁・したじんちよう

　　８５５-００５２・長崎県島原市下の丁・したのちよう

　　８５５-００７５・長崎県島原市下折橋町・しもおりはしまち

　　８５５-０８６１・長崎県島原市下川尻町・しもかわしりまち

　　８５５-００１４・長崎県島原市下宮町・しもみやまち

　　８５５-００５３・長崎県島原市城西中の丁・じようせいなかのちよう

　　８５５-００３６・長崎県島原市城内・じようない

　　８５５-０８８５・長崎県島原市白谷町・しらたにまち

　　８５５-０８０７・長崎県島原市白土町・しらちまち

　　８５５-０８１１・長崎県島原市白土桃山・しらちももやま

　　８５５-００７４・長崎県島原市城見町・しろみまち

　　８５５-００５７・長崎県島原市新建・しんだち

　　８５５-００４３・長崎県島原市新田町・しんでんまち

　　８５５-００３３・長崎県島原市新馬場町・しんはﾞはﾞまち

　　８５５-０８０３・長崎県島原市新町・しんまち

　　８５５-０８６２・長崎県島原市新湊・しんみなと

　　８５５-０８４３・長崎県島原市新山・しんやま

　　８５５-０８６３・長崎県島原市親和町・しんわまち

　　８５５-００６８・長崎県島原市杉山町・すぎやままち

　　８５５-０８０１・長崎県島原市高島・たかじま

　　８５５-００２５・長崎県島原市立野町・たてのまち

　　８５５-００３４・長崎県島原市田町・たまち

　　８５５-０８６４・長崎県島原市秩父が浦町・ちちぶがうらまち

　　８５５-０００７・長崎県島原市津吹町・つぶきまち

　　８５５-０８１４・長崎県島原市津町・つまち

　　８５５-０８５２・長崎県島原市寺町・てらまち

　　８５５-０８８３・長崎県島原市天神元町・てんじんもとまち

　　８５５-０８７５・長崎県島原市中安徳町・なかあんとくまち

　　８５５-００６１・長崎県島原市中尾町・なかおまち

　　８５５-０８２２・長崎県島原市中組町・なかぐみまち

　　８５５-０００１・長崎県島原市中野町・なかのまち

　　８５５-０００５・長崎県島原市中原町・なかはﾞらまち

　　８５５-０８０６・長崎県島原市中堀町・なかほりまち

　　８５５-００４４・長崎県島原市中町・なかまち

　　８５５-００２２・長崎県島原市長貫町・ながぬきまち

　　８５５-００１８・長崎県島原市西町・にしまち

　　８５５-０８３５・長崎県島原市西八幡町・にしやはたまち

　　８５５-０８８４・長崎県島原市仁田町・にたまち

　　８５５-０８５４・長崎県島原市萩が丘・はぎがおか

　　８５５-０８５１・長崎県島原市萩原・はぎはら

　　８５５-０８２４・長崎県島原市白山町・はくさんまち

　　８５５-０８７７・長崎県島原市浜の町・はまのまち

　　８５５-０００８・長崎県島原市原口町・はらぐちまち

　　８５５-００６３・長崎県島原市原町・はらまち

　　８５５-００１３・長崎県島原市稗田町・ひえだまち

　　８５５-００２４・長崎県島原市広高野町・ひろこうやまち

　　８５５-０８２５・長崎県島原市広馬場町・ひろはﾞはﾞまち

　　８５５-０８８２・長崎県島原市札の元町・ふだのもとまち

　　８５５-０８６５・長崎県島原市船泊町・ふなどまりまち

　　８５５-００５４・長崎県島原市古丁・ふるちよう

　　８５５-０８７９・長崎県島原市平成町・へいせいまち

　　８５５-０８０２・長崎県島原市弁天町・べんてんまち

　　８５５-０８０５・長崎県島原市堀町・ほりまち

　　８５５-００７３・長崎県島原市本光寺町・ほんこうじまち

　　８５５-００６２・長崎県島原市本町・ほんまち

　　８５５-００３１・長崎県島原市前浜町・まえはままち

　　８５５-０００３・長崎県島原市三会町・みえまち

　　８５５-０８６７・長崎県島原市緑町・みどりまち

　　８５５-０８２１・長崎県島原市湊新地町・みなとしんちまち

　　８５５-０８２３・長崎県島原市湊町・みなとまち

　　８５５-０８３１・長崎県島原市湊道・みなとみち



　　８５５-０８７６・長崎県島原市南安徳町・みなみあんとくまち

　　８５５-００６５・長崎県島原市南柏野町・みなみかしわのまち

　　８５５-０８８７・長崎県島原市南上木場町・みなみかみこはﾞまち

　　８５５-０８７１・長崎県島原市南崩山町・みなみくえやままち

　　８５５-０８６６・長崎県島原市南下川尻町・みなみしもかわしりまち

　　８５５-００７７・長崎県島原市南千本木町・みなみせんほﾞんぎまち

　　８５５-００４１・長崎県島原市宮の町・みやのまち

　　８５５-００７２・長崎県島原市六ツ木町・むつぎまち

　　８５５-０８１５・長崎県島原市元船津町・もとふなつまち

　　８５５-０８３４・長崎県島原市八幡町・やはたまち

　　８５５-００１６・長崎県島原市山寺町・やまでらまち

　　８５５-０８０４・長崎県島原市万町・よろずまち

　　８５５-０８１２・長崎県島原市霊南・れいなん

　　８５４-００００・長崎県諫早市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８５４-００６８・長崎県諫早市青葉台・あおはﾞだい

　　８５４-００３２・長崎県諫早市赤崎町・あかさきまち

　　８５４-００２７・長崎県諫早市旭町・あさひまち

　　８５９-０３１１・長崎県諫早市小豆崎町・あずきさきまち

　　８５４-１１２５・長崎県諫早市飯盛町池下・いいもりちよういけしも

　　８５４-１１０４・長崎県諫早市飯盛町上原・いいもりちよううえはら

　　８５４-１１０５・長崎県諫早市飯盛町後田・いいもりちよううしろだ

　　８５４-１１２４・長崎県諫早市飯盛町川下・いいもりちようかわしも

　　８５４-１１１４・長崎県諫早市飯盛町久保・いいもりちようくほﾞ

　　８５４-１１２１・長崎県諫早市飯盛町古場・いいもりちようこはﾞ

　　８５４-１１２２・長崎県諫早市飯盛町佐田・いいもりちようさだ

　　８５４-１１２３・長崎県諫早市飯盛町里・いいもりちようさと

　　８５４-１１１３・長崎県諫早市飯盛町下釜・いいもりちようしもがま

　　８５４-１１０３・長崎県諫早市飯盛町中山・いいもりちようなかやま

　　８５４-１１０１・長崎県諫早市飯盛町野中・いいもりちようのなか

　　８５４-１１１２・長崎県諫早市飯盛町開・いいもりちようひらき

　　８５４-１１１１・長崎県諫早市飯盛町平古場・いいもりちようひらこはﾞ

　　８５４-１１０２・長崎県諫早市飯盛町山口・いいもりちようやまぐち

　　８５４-０００３・長崎県諫早市泉町・いずみまち

　　８５４-００４２・長崎県諫早市上野町・うえのまち

　　８５４-０１２１・長崎県諫早市有喜町・うきまち

　　８５４-００６１・長崎県諫早市宇都町・うつﾞまち

　　８５４-００７１・長崎県諫早市永昌東町・えいしようひがしまち

　　８５４-００７２・長崎県諫早市永昌町・えいしようまち

　　８５４-００８１・長崎県諫早市栄田町・えいだまち

　　８５４-００８７・長崎県諫早市大さこ町・おおさこまち

　　８５９-０３１５・長崎県諫早市大場町・おおはﾞまち

　　８５４-００５３・長崎県諫早市小川町・おがわまち

　　８５９-０３１４・長崎県諫早市御手水町・おちようずまち

　　８５４-００３１・長崎県諫早市小野島町・おのじままち

　　８５４-００３４・長崎県諫早市小野町・おのまち

　　８５４-００６２・長崎県諫早市小船越町・おぶなこしまち

　　８５４-００６９・長崎県諫早市貝津ヶ丘・かいつﾞがおか

　　８５４-００６３・長崎県諫早市貝津町・かいつﾞまち

　　８５４-０００４・長崎県諫早市金谷町・かなやまち

　　８５４-００９５・長崎県諫早市上大渡野町・かみおおわたのまち

　　８５４-００２４・長崎県諫早市上町・かみまち

　　８５４-００３７・長崎県諫早市川内町・かわちまち

　　８５４-００５２・長崎県諫早市川床町・かわとこまち

　　８５４-００６７・長崎県諫早市久山台・くやまだい

　　８５４-００６６・長崎県諫早市久山町・くやままち

　　８５４-００５５・長崎県諫早市栗面町・くれもまち

　　８５４-００３３・長崎県諫早市黒崎町・くろさきまち

　　８５４-００２３・長崎県諫早市厚生町・こうせいまち

　　８５９-０３０３・長崎県諫早市高天町・こうてんまち

　　８５４-００５４・長崎県諫早市小ケ倉町・こがくらまち

　　８５９-０１６６・長崎県諫早市小長井町井崎・こながいちよういざき

　　８５９-０１５１・長崎県諫早市小長井町打越・ こながいちよううちこじ

　　８５９-０１５２・長崎県諫早市小長井町大搦・こながいちようおおがらみ

　　８５９-０１５３・長崎県諫早市小長井町大峰・こながいちようおおみね

　　８５９-０１６５・長崎県諫早市小長井町小川原浦・こながいちようおがわはらうら

　　８５９-０１５４・長崎県諫早市小長井町川内・こながいちようこうち

　　８５９-０１６１・長崎県諫早市小長井町古場・こながいちようこはﾞ

　　８５９-０１６２・長崎県諫早市小長井町新田原・こながいちようしんたはﾞる

　　８５９-０１６３・長崎県諫早市小長井町田原・こながいちようたはﾞる

　　８５９-０１６７・長崎県諫早市小長井町遠竹・こながいちようとおだけ



　　８５９-０１６４・長崎県諫早市小長井町牧・こながいちようまき

　　８５４-００２２・長崎県諫早市幸町・さいわいまち

　　８５４-００１３・長崎県諫早市栄町・さかえまち

　　８５９-０３０５・長崎県諫早市猿崎町・さるざきまち

　　８５４-００９６・長崎県諫早市下大渡野町・しもおおわたのまち

　　８５９-０３０２・長崎県諫早市正久寺町・しようきゆうじまち

　　８５４-００７７・長崎県諫早市白岩町・しらいわまち

　　８５９-０３０７・長崎県諫早市白木峰町・しらきみねまち

　　８５９-０３０４・長崎県諫早市白浜町・しらはままち

　　８５９-０３０６・長崎県諫早市白原町・しらはらまち

　　８５４-０００５・長崎県諫早市城見町・しろみまち

　　８５４-００４５・長崎県諫早市新道町・しんみちまち

　　８５９-０１２１・長崎県諫早市高来町泉・たかきちよういずみ

　　８５９-０１１１・長崎県諫早市高来町上与・たかきちよううわぐみ

　　８５９-０１７１・長崎県諫早市高来町小江干拓・たかきちようおえかんたく

　　８５９-０１０１・長崎県諫早市高来町大戸・たかきちようおおと

　　８５９-０１０２・長崎県諫早市高来町折山・たかきちようおりやま

　　８５９-０１４６・長崎県諫早市高来町金崎・たかきちようかなさき

　　８５９-０１４１・長崎県諫早市高来町汲水・たかきちようくみず

　　８５９-０１２２・長崎県諫早市高来町黒崎・たかきちようくろさき

　　８５９-０１４２・長崎県諫早市高来町黒新田・たかきちようくろにた

　　８５９-０１３１・長崎県諫早市高来町神津倉・たかきちようこうつﾞくら

　　８５９-０１０３・長崎県諫早市高来町古場・たかきちようこはﾞ

　　８５９-０１１２・長崎県諫早市高来町小船津・たかきちようこぶなつ

　　８５９-０１２３・長崎県諫早市高来町小峰・たかきちようこみね

　　８５９-０１４３・長崎県諫早市高来町坂元・たかきちようさかもと

　　８５９-０１２４・長崎県諫早市高来町里・たかきちようさと

　　８５９-０１３２・長崎県諫早市高来町三部壱・たかきちようさんぶいち

　　８５９-０１１３・長崎県諫早市高来町下与・たかきちようしたぐみ

　　８５９-０１２５・長崎県諫早市高来町善住寺・たかきちようぜんじゆうじ

　　８５９-０１０４・長崎県諫早市高来町建山・たかきちようたちやま

　　８５９-０１１５・長崎県諫早市高来町西尾・たかきちようにしのお

　　８５９-０１１４・長崎県諫早市高来町西平原・たかきちようにしひらはﾞる

　　８５９-０１２６・長崎県諫早市高来町法川・たかきちようのりがわ

　　８５９-０１３３・長崎県諫早市高来町東平原・たかきちようひがしひらはﾞる

　　８５９-０１１６・長崎県諫早市高来町平田・たかきちようひらた

　　８５９-０１０６・長崎県諫早市高来町冨地戸・たかきちようふじと

　　８５９-０１０５・長崎県諫早市高来町船津・たかきちようふなつ

　　８５９-０１２７・長崎県諫早市高来町町名・たかきちようまちみよう

　　８５９-０１４７・長崎県諫早市高来町水ノ浦・たかきちようみずのうら

　　８５９-０１４４・長崎県諫早市高来町溝口・たかきちようみぞぐち

　　８５９-０１１７・長崎県諫早市高来町峰・たかきちようみね

　　８５９-０１４５・長崎県諫早市高来町山道・たかきちようやまみち

　　８５４-００１６・長崎県諫早市高城町・たかしろまち

　　８５４-００４３・長崎県諫早市立石町・たていしまち

　　８５９-０４０３・長崎県諫早市多良見町市布・たらみちよういちぬの

　　８５９-０４０２・長崎県諫早市多良見町囲・たらみちようかこい

　　８５９-０４０６・長崎県諫早市多良見町木床・たらみちようきどこ

　　８５９-０４０１・長崎県諫早市多良見町化屋・たらみちようけや

　　８５９-０４１８・長崎県諫早市多良見町佐瀬・たらみちようさせ

　　８５９-０４０７・長崎県諫早市多良見町シーサイド・たらみちようしｰさいど

　　８５９-０４０５・長崎県諫早市多良見町中里・たらみちようなかざと

　　８５９-０４０４・長崎県諫早市多良見町西川内・たらみちようにしかわうち

　　８５９-０４１２・長崎県諫早市多良見町西園・たらみちようにしぞの

　　８５９-０４１６・長崎県諫早市多良見町野川内・たらみちようのがわうち

　　８５９-０４１３・長崎県諫早市多良見町野副・たらみちようのぞえ

　　８５９-０４１１・長崎県諫早市多良見町東園・たらみちようひがしぞの

　　８５９-０４１７・長崎県諫早市多良見町舟津・たらみちようふなつ

　　８５９-０４１４・長崎県諫早市多良見町元釜・たらみちようもとがま

　　８５９-０４１５・長崎県諫早市多良見町山川内・たらみちようやまがわうち

　　８５４-００３８・長崎県諫早市中央干拓・ちゆうおうかんたく

　　８５４-００６５・長崎県諫早市津久葉町・つくはﾞまち

　　８５４-００８３・長崎県諫早市津水町・つみずまち

　　８５４-０１２２・長崎県諫早市鶴田町・つるたまち

　　８５４-０１２３・長崎県諫早市天神町・てんじんまち

　　８５４-０００６・長崎県諫早市天満町・てんまんまち

　　８５４-００７６・長崎県諫早市堂崎町・どうざきまち

　　８５４-００９１・長崎県諫早市富川町・とみがわまち

　　８５４-００２１・長崎県諫早市仲沖町・なかおきまち

　　８５４-００７３・長崎県諫早市中尾町・なかおまち



　　８５９-０３１３・長崎県諫早市中田町・なかだまち

　　８５９-０３０１・長崎県諫早市長田町・ながたまち

　　８５４-０１２４・長崎県諫早市中通町・なかどおりまち

　　８５４-００３６・長崎県諫早市長野町・ながのまち

　　８５４-００８２・長崎県諫早市西栄田町・にしえいだまち

　　８５４-００１５・長崎県諫早市西小路町・にしこうじまち

　　８５４-００４４・長崎県諫早市西郷町・にしごうまち

　　８５９-０３１２・長崎県諫早市西里町・にしざとまち

　　８５４-００４７・長崎県諫早市野中町・のなかまち

　　８５４-００５６・長崎県諫早市土師野尾町・はじのおまち

　　８５４-００１１・長崎県諫早市八天町・はつてんまち

　　８５４-０１２５・長崎県諫早市早見町・はやみまち

　　８５４-００４６・長崎県諫早市原口町・はらぐちまち

　　８５４-００１４・長崎県諫早市東小路町・ひがしこうじまち

　　８５４-００２６・長崎県諫早市東本町・ひがしほんまち

　　８５４-０００２・長崎県諫早市日の出町・ひのでまち

　　８５４-００５７・長崎県諫早市平山町・ひらやままち

　　８５４-０００１・長崎県諫早市福田町・ふくだまち

　　８５４-００４１・長崎県諫早市船越町・ふなこしまち

　　８５４-００８６・長崎県諫早市堀の内町・ほりのうちまち

　　８５４-００１２・長崎県諫早市本町・ほんまち

　　８５４-００９４・長崎県諫早市本明町・ほんみようまち

　　８５４-００８４・長崎県諫早市真崎町・まさきまち

　　８５４-０１２６・長崎県諫早市松里町・まつざとまち

　　８５４-００７５・長崎県諫早市馬渡町・まわたりまち

　　８５４-００３５・長崎県諫早市宗方町・むなかたまち

　　８５４-０００７・長崎県諫早市目代町・めしろまち

　　８５４-００９３・長崎県諫早市本野町・もとのまち

　　８５４-０２０９・長崎県諫早市森山町上井牟田・もりやまちようかみいむた

　　８５４-０２０６・長崎県諫早市森山町唐比北・もりやまちようからこきた

　　８５４-０２０８・長崎県諫早市森山町唐比西・ もりやまちようからこにじ

　　８５４-０２０７・長崎県諫早市森山町唐比東・ もりやまちようからこひがじ

　　８５４-０２０２・長崎県諫早市森山町慶師野・もりやまちようけいしの

　　８５４-０２０１・長崎県諫早市森山町下井牟田・もりやまちようしもいむた

　　８５４-０２０５・長崎県諫早市森山町杉谷・もりやまちようすぎたに

　　８５４-０２０４・長崎県諫早市森山町田尻・もりやまちようたじり

　　８５４-０２０３・長崎県諫早市森山町本村・もりやまちようほんむら

　　８５４-００２５・長崎県諫早市八坂町・やさかまち

　　８５４-００７４・長崎県諫早市山川町・やまかわまち

　　８５４-００９２・長崎県諫早市湯野尾町・ゆのおまち

　　８５４-００６４・長崎県諫早市若葉町・わかはﾞまち

　　８５４-００５１・長崎県諫早市鷲崎町・わしざきまち

　　８５４-００８５・長崎県諫早市破籠井町・わりごいまち

　　８５６-００００・長崎県大村市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８５６-００４８・長崎県大村市赤佐古町・あかさこまち

　　８５６-００１７・長崎県大村市荒瀬町・あらせまち

　　８５６-００３３・長崎県大村市荒平町・あらひらまち

　　８５６-００２６・長崎県大村市池田・いけだ

　　８５６-００２９・長崎県大村市池田新町・いけだしんまち

　　８５６-０８２３・長崎県大村市乾馬場町・いぬいはﾞはﾞまち

　　８５６-０８１８・長崎県大村市今津町・いまつﾞまち

　　８５６-００１８・長崎県大村市今富町・いまとみまち

　　８５６-０８４３・長崎県大村市今村町・いまむらまち

　　８５６-００４４・長崎県大村市岩松町・いわまつまち

　　８５６-００２７・長崎県大村市植松・うえまつ

　　８５６-０８０４・長崎県大村市大川田町・おおかわだまち

　　８５６-０８４５・長崎県大村市大里町・おおざとまち

　　８５６-００４３・長崎県大村市小川内町・おがわうちまち

　　８５６-０８０９・長崎県大村市沖田町・おきたまち

　　８５６-００２１・長崎県大村市鬼橋町・おにはﾞしまち

　　８５６-００２０・長崎県大村市小路口本町・おろぐちほんまち

　　８５６-００２５・長崎県大村市小路口町・おろぐちまち

　　８５６-０８０２・長崎県大村市皆同町・かいどうまち

　　８５６-０８４１・長崎県大村市陰平町・かげひらまち

　　８５６-０８２７・長崎県大村市水主町・かこまち

　　８５６-０８３３・長崎県大村市片町・かたまち

　　８５６-００２３・長崎県大村市上諏訪町・かみすわまち

　　８５６-０８２０・長崎県大村市協和町・きようわまち

　　８５６-０８２８・長崎県大村市杭出津・くいでつ

　　８５６-０００７・長崎県大村市草場町・くさはﾞまち



　　８５６-０８３４・長崎県大村市玖島・くしま

　　８５６-０８３５・長崎県大村市久原・くはﾞら

　　８５６-００１２・長崎県大村市黒木町・くろきまち

　　８５６-０８０８・長崎県大村市黒丸町・くろまるまち

　　８５６-０８１７・長崎県大村市古賀島町・こがしままち

　　８５６-００４６・長崎県大村市木場・こはﾞ

　　８５６-０８３６・長崎県大村市幸町・さいわいまち

　　８５６-００２８・長崎県大村市坂口町・さかぐちまち

　　８５６-０８１２・長崎県大村市桜馬場・さくらはﾞはﾞ

　　８５６-００３１・長崎県大村市三城町・さんじようちよう

　　８５６-００１１・長崎県大村市重井田町・しげいだまち

　　８５６-０８０１・長崎県大村市寿古町・すこまち

　　８５６-００４７・長崎県大村市須田ノ木町・すだのきまち

　　８５６-００２４・長崎県大村市諏訪・すわ

　　８５６-０８４７・長崎県大村市西部町・せいぶまち

　　８５６-００３５・長崎県大村市武部町・たけべまち

　　８５６-０８０５・長崎県大村市竹松本町・たけまつほんまち

　　８５６-０８０３・長崎県大村市竹松町・たけまつまち

　　８５６-００１４・長崎県大村市田下町・たじもまち

　　８５６-００４１・長崎県大村市徳泉川内町・とくせんがわちまち

　　８５６-０８０６・長崎県大村市富の原・とみのはら

　　８５６-０８４２・長崎県大村市中里町・なかざとまち

　　８５６-００１３・長崎県大村市中岳町・なかだけまち

　　８５６-０８２１・長崎県大村市西乾馬場町・にしいぬいはﾞはﾞまち

　　８５６-０８１３・長崎県大村市西大村本町・にしおおむらほんまち

　　８５６-０８２５・長崎県大村市西三城町・にしさんじようちよう

　　８５６-０８３７・長崎県大村市西本町・にしほんまち

　　８５６-０００３・長崎県大村市野岳町・のだけまち

　　８５６-００１９・長崎県大村市野田町・のだまち

　　８５６-０８１１・長崎県大村市原口町・はらぐちまち

　　８５６-００１６・長崎県大村市原町・はらまち

　　８５６-００３２・長崎県大村市東大村・ひがしおおむら

　　８５６-０８２６・長崎県大村市東三城町・ひがしさんじようちよう

　　８５６-０００２・長崎県大村市東野岳町・ひがしのだけまち

　　８５６-０８３１・長崎県大村市東本町・ひがしほんまち

　　８５６-０８４６・長崎県大村市日泊町・ひどまるまち

　　８５６-００４２・長崎県大村市平町・ひらまち

　　８５６-０００６・長崎県大村市福重町・ふくしげまち

　　８５６-０８２２・長崎県大村市古町・ふるまち

　　８５６-０８３２・長崎県大村市本町・ほんまち

　　８５６-００２２・長崎県大村市雄ケ原町・ますらがはらまち

　　８５６-０８１４・長崎県大村市松並・まつなみ

　　８５６-０００８・長崎県大村市松原・まつはﾞら

　　８５６-０００９・長崎県大村市松原本町・まつはﾞらほんまち

　　８５６-０８２９・長崎県大村市松山町・まつやままち

　　８５６-０８１６・長崎県大村市箕島町・みしままち

　　８５６-０８２４・長崎県大村市水田町・みずたまち

　　８５６-００３４・長崎県大村市水計町・みずはかりまち

　　８５６-０８４４・長崎県大村市溝陸町・みぞろくまち

　　８５６-０８０７・長崎県大村市宮小路・みやしようじ

　　８５６-００１５・長崎県大村市宮代町・みやだいまち

　　８５６-０００５・長崎県大村市弥勒寺町・みろくじまち

　　８５６-００４５・長崎県大村市向木場町・むかいこはﾞまち

　　８５６-０００１・長崎県大村市武留路町・むるろまち

　　８５６-０８１５・長崎県大村市森園町・もりぞのまち

　　８５６-０００４・長崎県大村市立福寺町・りふくじまち

　　８５９-５１００・長崎県平戸市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８５９-５３８４・長崎県平戸市赤松町・あかまつちよう

　　８５９-５１２２・長崎県平戸市明の川内町・あけのかわちちよう

　　８５９-５５１５・長崎県平戸市鮎川町・あゆかわちよう

　　８５９-５３８２・長崎県平戸市飯良町・いいらちよう

　　８５９-５７０１・長崎県平戸市生月町壱部・いきつきちよういちぶ

　　８５９-５７０２・長崎県平戸市生月町壱部浦・いきつきちよういちぶうら

　　８５９-５７０３・長崎県平戸市生月町里免・いきつきちようさとめん

　　８５９-５７０５・長崎県平戸市生月町舘浦・いきつきちようたちうら

　　８５９-５７０７・長崎県平戸市生月町御崎・いきつきちようみさき

　　８５９-５７０６・長崎県平戸市生月町南免・いきつきちようみなみめん

　　８５９-５７０４・長崎県平戸市生月町山田免・いきつきちようやまだめん

　　８５９-５５０２・長崎県平戸市猪渡谷町・いとやちよう

　　８５９-５１２１・長崎県平戸市岩の上町・いわのうえちよう



　　８５９-５１１７・長崎県平戸市魚の棚町・うおのたなちよう

　　８５９-５１１１・長崎県平戸市浦の町・うらのちよう

　　８５９-５３７６・長崎県平戸市大石脇町・おおいしわきちよう

　　８５９-５３８３・長崎県平戸市大川原町・おおかわらちよう

　　８５９-５１０２・長崎県平戸市大久保町・おおくほﾞちよう

　　８５９-５５１６・長崎県平戸市大佐志町・おおさしちよう

　　８５９-５５３２・長崎県平戸市大志々伎町・おおしじきちよう

　　８５９-５８０５・長崎県平戸市大島村的山川内・おおしまむらあつﾞちかわち

　　８５９-５８０６・長崎県平戸市大島村的山戸田・おおしまむらあつﾞちとだ

　　８５９-５８０４・長崎県平戸市大島村大根坂・おおしまむらおおねざか

　　８５９-５８０１・長崎県平戸市大島村神浦・おおしまむらこうのうら

　　８５９-５８０３・長崎県平戸市大島村西宇戸・おおしまむらにしうど

　　８５９-５８０２・長崎県平戸市大島村前平・おおしまむらまえびら

　　８５９-５１２３・長崎県平戸市大野町・おおのちよう

　　８５９-５１３１・長崎県平戸市大山町・おおやまちよう

　　８５９-５５３４・長崎県平戸市小田町・おだちよう

　　８５９-５１５２・長崎県平戸市鏡川町・かがみがわちよう

　　８５９-５３７３・長崎県平戸市春日町・かすがちよう

　　８５９-５５２４・長崎県平戸市神上町・かみあげちよう

　　８５９-５５０３・長崎県平戸市上中津良町・かみなかつらちよう

　　８５９-５１３２・長崎県平戸市川内町・かわちちよう

　　８５９-５３６２・長崎県平戸市木ケ津町・きがつちよう

　　８５９-５１１３・長崎県平戸市木引田町・きひきだちよう

　　８５９-５３６３・長崎県平戸市草積町・くさつﾞみちよう

　　８５９-５５２２・長崎県平戸市神ノ川町・こうのかわちよう

　　８５９-５１１８・長崎県平戸市紺屋町・こうやまち

　　８５９-５３６５・長崎県平戸市木場町・こはﾞちよう

　　８５９-５１５１・長崎県平戸市木引町・こひきちよう

　　８５９-５１０４・長崎県平戸市崎方町・さきがたちよう

　　８５９-５５０５・長崎県平戸市敷佐町・しきさちよう

　　８５９-５３７１・長崎県平戸市獅子町・ししちよう

　　８５９-５５３３・長崎県平戸市志々伎町・しじきちよう

　　８５９-５５１１・長崎県平戸市神船町・しぶねちよう

　　８５９-５５０４・長崎県平戸市下中津良町・しもなかつらちよう

　　８５９-５１４４・長崎県平戸市下中野町・しもなかのちよう

　　８５９-５１４２・長崎県平戸市主師町・しゆうしちよう

　　８５９-５１１６・長崎県平戸市職人町・しよくにんちよう

　　８５９-５１１５・長崎県平戸市新町・しんまち

　　８５９-５３７２・長崎県平戸市高越町・たかごえちよう

　　８５９-５１０１・長崎県平戸市度島町・たくしまちよう

　　８５９-５５２７・長崎県平戸市田代町・たしろちよう

　　８５９-５１０３・長崎県平戸市田助町・たすけちよう

　　８５９-４８２２・長崎県平戸市田平町一関免・たびらちよういつせきめん

　　８５９-４８１４・長崎県平戸市田平町以善免・たびらちよういよしめん

　　８５９-４８２１・長崎県平戸市田平町大久保免・たびらちようおおくほﾞめん

　　８５９-４８２３・長崎県平戸市田平町荻田免・たびらちようおぎためん

　　８５９-４８０４・長崎県平戸市田平町上亀免・たびらちようかみがめめん

　　８５９-４８０３・長崎県平戸市田平町小崎免・たびらちようこざきめん

　　８５９-４８２４・長崎県平戸市田平町小手田免・たびらちようこてだめん

　　８５９-４８０７・長崎県平戸市田平町里免・たびらちようさとめん

　　８５９-４８０６・長崎県平戸市田平町下亀免・たびらちようしもがめめん

　　８５９-４８１５・長崎県平戸市田平町下寺免・たびらちようしもでらめん

　　８５９-４８０１・長崎県平戸市田平町岳崎免・たびらちようたけざきめん

　　８５９-４８１２・長崎県平戸市田平町田代免・たびらちようたしろめん

　　８５９-４８２６・長崎県平戸市田平町野田免・たびらちようのだめん

　　８５９-４８１３・長崎県平戸市田平町深月免・たびらちようふかつきめん

　　８５９-４８０２・長崎県平戸市田平町福崎免・たびらちようふくざきめん

　　８５９-４８１１・長崎県平戸市田平町古梶免・たびらちようふるかじめん

　　８５９-４８０５・長崎県平戸市田平町本山免・たびらちようもとやまめん

　　８５９-４８２５・長崎県平戸市田平町山内免・たびらちようやまうちめん

　　８５９-４８２７・長崎県平戸市田平町横島免・たびらちようよこしまめん

　　８５９-５１１４・長崎県平戸市築地町・つきじちよう

　　８５９-５５１３・長崎県平戸市辻町・つじちよう

　　８５９-５５０１・長崎県平戸市堤町・つつみちよう

　　８５９-５５１２・長崎県平戸市津吉町・つよしちよう

　　８５９-５１５３・長崎県平戸市戸石川町・といしがわちよう

　　８５９-５１３３・長崎県平戸市中野大久保町・なかのおおくほﾞちよう

　　８５９-５５２６・長崎県平戸市西中山町・にしなかやまちよう

　　８５９-５３８１・長崎県平戸市根獅子町・ねしこちよう

　　８５９-５５３５・長崎県平戸市野子町・のこちよう



　　８５９-５５３１・長崎県平戸市早福町・はいふくちよう

　　８５９-５５２５・長崎県平戸市東中山町・ひがしなかやまちよう

　　８５９-５３６１・長崎県平戸市紐差町・ひもさしちよう

　　８５９-５３７４・長崎県平戸市深川町・ふかがわちよう

　　８５９-５５１４・長崎県平戸市無代寺町・ぶだいじちよう

　　８５９-５５２１・長崎県平戸市船木町・ふなぎちよう

　　８５９-５１４５・長崎県平戸市古江町・ふるえちよう

　　８５９-５３７５・長崎県平戸市朶の原町・へごのはらちよう

　　８５９-５１４３・長崎県平戸市坊方町・ほﾞうがたちよう

　　８５９-５３６６・長崎県平戸市宝亀町・ほうきちよう

　　８５９-５５２３・長崎県平戸市前津吉町・まえつよしちよう

　　８５９-５１３４・長崎県平戸市水垂町・みずたりちよう

　　８５９-５１１２・長崎県平戸市宮の町・みやのちよう

　　８５９-５３６４・長崎県平戸市迎紐差町・むかえひもさしちよう

　　８５９-５１４１・長崎県平戸市山中町・やまなかちよう

　　８５９-４５００・長崎県松浦市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８５９-４５２８・長崎県松浦市今福町浦免・いまふくちよううらめん

　　８５９-４５２１・長崎県松浦市今福町北免・いまふくちようきためん

　　８５９-４５２４・長崎県松浦市今福町木場免・いまふくちようこはﾞめん

　　８５９-４５２６・長崎県松浦市今福町坂野免・いまふくちようさかのめん

　　８５９-４５２５・長崎県松浦市今福町寺上免・いまふくちようてらげめん

　　８５９-４５２９・長崎県松浦市今福町飛島免・いまふくちようとびしまめん

　　８５９-４５２３・長崎県松浦市今福町滑栄免・いまふくちようなべるはﾞえめん

　　８５９-４５２２・長崎県松浦市今福町東免・いまふくちようひがしめん

　　８５９-４５２７・長崎県松浦市今福町仏坂免・いまふくちようほとけざかめん

　　８５９-４５１１・長崎県松浦市志佐町赤木免・しさちようあかぎめん

　　８５９-４５１８・長崎県松浦市志佐町池成免・しさちよういけなりめん

　　８５９-４５０１・長崎県松浦市志佐町浦免・しさちよううらめん

　　８５９-４５０４・長崎県松浦市志佐町栢木免・しさちようかやのきめん

　　８５９-４５０２・長崎県松浦市志佐町里免・しさちようさとめん

　　８５９-４５０７・長崎県松浦市志佐町庄野免・しさちようしようのめん

　　８５９-４５０６・長崎県松浦市志佐町白浜免・しさちようしらはまめん

　　８５９-４５０３・長崎県松浦市志佐町高野免・しさちようたかのめん

　　８５９-４５１３・長崎県松浦市志佐町田ノ平免・しさちようたのひらめん

　　８５９-４５１６・長崎県松浦市志佐町長野免・しさちようながのめん

　　８５９-４５０５・長崎県松浦市志佐町西山免・しさちようにしやまめん

　　８５９-４５１５・長崎県松浦市志佐町稗木場免・しさちようひえこはﾞめん

　　８５９-４５１２・長崎県松浦市志佐町笛吹免・しさちようふえふきめん

　　８５９-４５１４・長崎県松浦市志佐町柚木川内免・しさちようゆのきがわちめん

　　８５９-４５１７・長崎県松浦市志佐町横辺田免・しさちようよこべためん

　　８５９-４３０１・長崎県松浦市鷹島町阿翁浦免・たかしまちようあおううらめん

　　８５９-４３０２・長崎県松浦市鷹島町阿翁免・たかしまちようあおうめん

　　８５９-４３０９・長崎県松浦市鷹島町黒島免・たかしまちようくろしまめん

　　８５９-４３０３・長崎県松浦市鷹島町神崎免・たかしまちようこうざきめん

　　８５９-４３０４・長崎県松浦市鷹島町里免・たかしまちようさとめん

　　８５９-４３０７・長崎県松浦市鷹島町三里免・たかしまちようさんりめん

　　８５９-４３０５・長崎県松浦市鷹島町中通免・たかしまちようなかどおりめん

　　８５９-４３０６・長崎県松浦市鷹島町原免・たかしまちようはるめん

　　８５９-４３０８・長崎県松浦市鷹島町船唐津免・たかしまちようふなとうつﾞめん

　　８５９-４５３３・長崎県松浦市調川町上免・つきのかわちようかみめん

　　８５９-４５３２・長崎県松浦市調川町中免・つきのかわちようなかめん

　　８５９-４５３６・長崎県松浦市調川町下免・つきのかわちようしもめん

　　８５９-４５３４・長崎県松浦市調川町白井免・つきのかわちようしらいめん

　　８５９-４５３１・長崎県松浦市調川町平尾免・つきのかわちようひらおめん

　　８５９-４５３５・長崎県松浦市調川町松山田免・つきのかわちようまつやまだめん

　　８４８-０４０４・長崎県松浦市福島町浅谷免・ふくしまちようあさがいめん

　　８４８-０４０１・長崎県松浦市福島町喜内瀬免・ふくしまちようきないせめん

　　８４８-０４０８・長崎県松浦市福島町里免・ふくしまちようさとめん

　　８４８-０４０３・長崎県松浦市福島町塩浜免・ふくしまちようしおはまめん

　　８４８-０４０５・長崎県松浦市福島町土谷免・ふくしまちようどやめん

　　８４８-０４０７・長崎県松浦市福島町鍋串免・ふくしまちようなべぐしめん

　　８４８-０４０２・長崎県松浦市福島町端免・ふくしまちようはしめん

　　８４８-０４０６・長崎県松浦市福島町原免・ふくしまちようはるめん

　　８５９-４７４５・長崎県松浦市星鹿町青島免・ほしかちようあおしまめん

　　８５９-４７４１・長崎県松浦市星鹿町北久保免・ほしかちようきたくほﾞめん

　　８５９-４７４３・長崎県松浦市星鹿町下田免・ほしかちようしもだめん

　　８５９-４７４４・長崎県松浦市星鹿町岳崎免・ほしかちようたけざきめん

　　８５９-４７４２・長崎県松浦市星鹿町牟田免・ほしかちようむためん

　　８５９-４７６１・長崎県松浦市御厨町相坂免・みくりやちようあいさかめん

　　８５９-４７５１・長崎県松浦市御厨町池田免・みくりやちよういけだめん



　　８５９-４７７７・長崎県松浦市御厨町板橋免・みくりやちよういたはﾞしめん

　　８５９-４７５８・長崎県松浦市御厨町大崎免・みくりやちようおおさきめん

　　８５９-４７７３・長崎県松浦市御厨町上登木免・みくりやちようかみのほﾞりきめん

　　８５９-４７６４・長崎県松浦市御厨町狩原免・みくりやちようかりはらめん

　　８５９-４７６７・長崎県松浦市御厨町川内免・みくりやちようかわちめん

　　８５９-４７５４・長崎県松浦市御厨町北平免・みくりやちようきたびらめん

　　８５９-４７７５・長崎県松浦市御厨町郭公尾免・みくりやちようこつこうのおめん

　　８５９-４７７６・長崎県松浦市御厨町木場免・みくりやちようこはﾞめん

　　８５９-４７６２・長崎県松浦市御厨町小船免・みくりやちようこぶねめん

　　８５９-４７６５・長崎県松浦市御厨町米ノ山免・みくりやちようこめのやまめん

　　８５９-４７５２・長崎県松浦市御厨町里免・みくりやちようさとめん

　　８５９-４７７１・長崎県松浦市御厨町下登木免・みくりやちようしものほﾞりきめん

　　８５９-４７５７・長崎県松浦市御厨町高野免・みくりやちようたかのめん

　　８５９-４７７８・長崎県松浦市御厨町田代免・みくりやちようたしろめん

　　８５９-４７６１・長崎県松浦市御厨町田原免・みくりやちようたはﾞるめん

　　８５９-４７７４・長崎県松浦市御厨町立木免・みくりやちようたちきめん

　　８５９-４７７２・長崎県松浦市御厨町寺ノ尾免・みくりやちようてらのおめん

　　８５９-４７５３・長崎県松浦市御厨町中野免・みくりやちようなかのめん

　　８５９-４７６９・長崎県松浦市御厨町西木場免・みくりやちようにしこはﾞめん

　　８５９-４７６８・長崎県松浦市御厨町西田免・みくりやちようにしだめん

　　８５９-４７６６・長崎県松浦市御厨町普住免・みくりやちようふじゆうめん

　　８５９-４７５６・長崎県松浦市御厨町前田免・みくりやちようまえだめん

　　８５９-４７６３・長崎県松浦市御厨町山根免・みくりやちようやまねめん

　　８５９-４７５５・長崎県松浦市御厨町横久保免・みくりやちようよこくほﾞめん

　　８１７-００００・長崎県対馬市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８１７-００３４・長崎県対馬市厳原町安神・いつﾞはらまちあがみ

　　８１７-０１５３・長崎県対馬市厳原町浅藻・いつﾞはらまちあざも

　　８１７-０２４１・長崎県対馬市厳原町阿連・いつﾞはらまちあれ

　　８１７-００２１・長崎県対馬市厳原町今屋敷・いつﾞはらまちいまやしき

　　８１７-０１５７・長崎県対馬市厳原町内山・いつﾞはらまちうちやま

　　８１７-００３３・長崎県対馬市厳原町尾浦・いつﾞはらまちおうら

　　８１７-００２４・長崎県対馬市厳原町大手橋・ いつﾞはらまちおおてはﾞじ

　　８１７-０２４３・長崎県対馬市厳原町樫根・いつﾞはらまちかしね

　　８１７-０００６・長崎県対馬市厳原町北里・いつﾞはらまちきたざと

　　８１７-００３２・長崎県対馬市厳原町久田・いつﾞはらまちくた

　　８１７-００３１・長崎県対馬市厳原町久田道・いつﾞはらまちくたみち

　　８１７-０２４５・長崎県対馬市厳原町久根田舎・いつﾞはらまちくねいなか

　　８１７-０２４４・長崎県対馬市厳原町久根浜・いつﾞはらまちくねはま

　　８１７-００３５・長崎県対馬市厳原町久和・いつﾞはらまちくわ

　　８１７-０２４６・長崎県対馬市厳原町上槻・いつﾞはらまちこうつき

　　８１７-０００１・長崎県対馬市厳原町小浦・いつﾞはらまちこうら

　　８１７-００２２・長崎県対馬市厳原町国分・いつﾞはらまちこくぶ

　　８１７-０２４８・長崎県対馬市厳原町小茂田・いつﾞはらまちこもだ

　　８１７-０００５・長崎県対馬市厳原町桟原・いつﾞはらまちさじきはﾞら

　　８１７-０１５６・長崎県対馬市厳原町佐須瀬・いつﾞはらまちさすせ

　　８１７-０２４７・長崎県対馬市厳原町椎根・いつﾞはらまちしいね

　　８１７-０２４２・長崎県対馬市厳原町下原・いつﾞはらまちしもはﾞる

　　８１７-００２３・長崎県対馬市厳原町田渕・いつﾞはらまちたぶち

　　８１７-０１５４・長崎県対馬市厳原町豆酘・いつﾞはらまちつつ

　　８１７-０１５５・長崎県対馬市厳原町豆酘瀬・いつﾞはらまちつつせ

　　８１７-０１５２・長崎県対馬市厳原町豆酘内院・いつﾞはらまちつつないいん

　　８１７-００１４・長崎県対馬市厳原町天道茂・いつﾞはらまちてんどうしげ

　　８１７-００１３・長崎県対馬市厳原町中村・いつﾞはらまちなかむら

　　８１７-０００３・長崎県対馬市厳原町南室・いつﾞはらまちなむろ

　　８１７-００１５・長崎県対馬市厳原町西里・いつﾞはらまちにしざと

　　８１７-００１６・長崎県対馬市厳原町東里・いつﾞはらまちひがしざと

　　８１７-００１２・長崎県対馬市厳原町日吉・ いつﾞはらまちひよじ

　　８１７-０００２・長崎県対馬市厳原町曲・いつﾞはらまちまがり

　　８１７-００１１・長崎県対馬市厳原町宮谷・いつﾞはらまちみやだに

　　８１７-０１５１・長崎県対馬市厳原町与良内院・いつﾞはらまちよらないいん

　　８１７-１５３２・長崎県対馬市上県町伊奈・かみあがたまちいな

　　８１７-１５２４・長崎県対馬市上県町犬ケ浦・かみあがたまちいぬがうら

　　８１７-１５１３・長崎県対馬市上県町女連・かみあがたまちうなつら

　　８１７-１５２１・長崎県対馬市上県町飼所・かみあがたまちかいどころ

　　８１７-１５２２・長崎県対馬市上県町樫滝・かみあがたまちかしたき

　　８１７-１５１２・長崎県対馬市上県町久原・かみあがたまちくはﾞら

　　８１７-１５３１・長崎県対馬市上県町越高・かみあがたまちこしたか

　　８１７-１６０３・長崎県対馬市上県町佐護・かみあがたまちさご

　　８１７-１６０２・長崎県対馬市上県町佐須奈・かみあがたまちさすな

　　８１７-１５１１・長崎県対馬市上県町鹿見・かみあがたまちししみ



　　８１７-１５３３・長崎県対馬市上県町志多留・かみあがたまちしたる

　　８１７-１５２３・長崎県対馬市上県町瀬田・かみあがたまちせた

　　８１７-１６０１・長崎県対馬市上県町西津屋・かみあがたまちにしつや

　　８１７-１５２５・長崎県対馬市上県町御園・かみあがたまちみそ

　　８１７-２２４３・長崎県対馬市上対馬町芦見・かみつしままちあしみ

　　８１７-１７０４・長崎県対馬市上対馬町網代・かみつしままちあじろ

　　８１７-１７２５・長崎県対馬市上対馬町泉・かみつしままちいずみ

　　８１７-１７２２・長崎県対馬市上対馬町大浦・かみつしままちおおうら

　　８１７-１７１５・長崎県対馬市上対馬町大増・かみつしままちおおます

　　８１７-２２４１・長崎県対馬市上対馬町小鹿・かみつしままちおしか

　　８１７-１７２１・長崎県対馬市上対馬町河内・かみつしままちかわち

　　８１７-２３３１・長崎県対馬市上対馬町琴・かみつしままちきん

　　８１７-１７１４・長崎県対馬市上対馬町玖須・かみつしままちくす

　　８１７-２３３２・長崎県対馬市上対馬町五根緒・かみつしままちごねお

　　８１７-２３３３・長崎県対馬市上対馬町舟志・ かみつしままちしゆうじ

　　８１７-１７１２・長崎県対馬市上対馬町唐舟志・ かみつしままちとうじゆうじ

　　８１７-１７１１・長崎県対馬市上対馬町冨浦・かみつしままちとみがうら

　　８１７-１７２４・長崎県対馬市上対馬町豊・かみつしままちとよ

　　８１７-１７０３・長崎県対馬市上対馬町西泊・かみつしままちにしどまり

　　８１７-１７１３・長崎県対馬市上対馬町浜久須・かみつしままちはまぐす

　　８１７-１７０１・長崎県対馬市上対馬町比田勝・かみつしままちひたかつ

　　８１７-２２４２・長崎県対馬市上対馬町一重・かみつしままちひとえ

　　８１７-１７０２・長崎県対馬市上対馬町古里・かみつしままちふるさと

　　８１７-１７２３・長崎県対馬市上対馬町鰐浦・かみつしままちわにうら

　　８１７-１２３１・長崎県対馬市豊玉町糸瀬・とよたままちいとせ

　　８１７-１２５３・長崎県対馬市豊玉町卯麦・とよたままちうむぎ

　　８１７-１２５２・長崎県対馬市豊玉町大綱・とよたままちおおつな

　　８１７-１２４１・長崎県対馬市豊玉町貝口・とよたままちかいぐち

　　８１７-１２３３・長崎県対馬市豊玉町貝鮒・とよたままちかいふな

　　８１７-１２４５・長崎県対馬市豊玉町唐洲・とよたままちからす

　　８１７-１２５６・長崎県対馬市豊玉町小綱・とよたままちこつﾞな

　　８１７-１２３２・長崎県対馬市豊玉町嵯峨・とよたままちさが

　　８１７-１２３４・長崎県対馬市豊玉町佐志賀・とよたままちさしか

　　８１７-１２５４・長崎県対馬市豊玉町佐保・とよたままちさほ

　　８１７-１２５５・長崎県対馬市豊玉町志多浦・とよたままちしたのうら

　　８１７-１２１２・長崎県対馬市豊玉町曽・とよたままちそ

　　８１７-１２５１・長崎県対馬市豊玉町田・とよたままちた

　　８１７-１２１３・長崎県対馬市豊玉町千尋藻・とよたままちちろも

　　８１７-１２０１・長崎県対馬市豊玉町仁位・とよたままちにい

　　８１７-１２４６・長崎県対馬市豊玉町廻・とよたままちまわり

　　８１７-１２５７・長崎県対馬市豊玉町銘・とよたままちめい

　　８１７-１２１４・長崎県対馬市豊玉町鑓川・とよたままちやりかわ

　　８１７-１２２３・長崎県対馬市豊玉町横浦・とよたままちよこうら

　　８１７-１２０２・長崎県対馬市豊玉町和板・とよたままちわいた

　　８１７-１１０６・長崎県対馬市美津島町犬吠・みつしままちいぬほﾞえ

　　８１７-０４３２・長崎県対馬市美津島町今里・みつしままちいまざと

　　８１７-０３２３・長崎県対馬市美津島町大船越・ みつしままちおおふなこじ

　　８１７-０３２５・長崎県対馬市美津島町緒方・みつしままちおかた

　　８１７-０４３１・長崎県対馬市美津島町尾崎・みつしままちおさき

　　８１７-１１０５・長崎県対馬市美津島町大山・みつしままちおやま

　　８１７-０４３３・長崎県対馬市美津島町加志・ みつしままちかじ

　　８１７-１１０７・長崎県対馬市美津島町鴨居瀬・みつしままちかもいせ

　　８１７-１１０３・長崎県対馬市美津島町賀谷・みつしままちがや

　　８１７-０３２４・長崎県対馬市美津島町久須保・みつしままちくすほﾞ

　　８１７-０５１２・長崎県対馬市美津島町黒瀬・みつしままちくろせ

　　８１７-０３２２・長崎県対馬市美津島町鶏知・みつしままちけち

　　８１７-１１０１・長崎県対馬市美津島町小船越・ みつしままちこふなこじ

　　８１７-０５１４・長崎県対馬市美津島町島山・みつしままちしまやま

　　８１７-０３２１・長崎県対馬市美津島町洲藻・みつしままちすも

　　８１７-０５１１・長崎県対馬市美津島町竹敷・みつしままちたけしき

　　８１７-０３２６・長崎県対馬市美津島町根緒・みつしままちねお

　　８１７-１１０４・長崎県対馬市美津島町濃部・みつしままちのぶ

　　８１７-０５１３・長崎県対馬市美津島町昼ケ浦・みつしままちひるがうら

　　８１７-０４３４・長崎県対馬市美津島町吹崎・みつしままちふくざき

　　８１７-０４３５・長崎県対馬市美津島町箕形・みつしままちみかた

　　８１７-１１０２・長崎県対馬市美津島町芦浦・みつしままちよしがうら

　　８１７-１３０４・長崎県対馬市峰町青海・みねまちおうみ

　　８１７-１３０７・長崎県対馬市峰町賀佐・みねまちかさ

　　８１７-１３０２・長崎県対馬市峰町狩尾・みねまちかりお

　　８１７-１３０３・長崎県対馬市峰町木坂・みねまちきさか



　　８１７-１４１１・長崎県対馬市峰町櫛・ みねまちくじ

　　８１７-１４１２・長崎県対馬市峰町佐賀・みねまちさか

　　８１７-１４１３・長崎県対馬市峰町志多賀・みねまちしたか

　　８１７-１３０５・長崎県対馬市峰町津柳・みねまちつやなぎ

　　８１７-１３０１・長崎県対馬市峰町三根・みねまちみね

　　８１７-１３０６・長崎県対馬市峰町吉田・みねまちよしだ

　　８１１-５１００・長崎県壱岐市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８１１-５３０１・長崎県壱岐市芦辺町芦辺浦・あしべちようあしべうら

　　８１１-５７３３・長崎県壱岐市芦辺町国分川迎触・あしべちようこくぶかわむかえふれ

　　８１１-５７３１・長崎県壱岐市芦辺町国分当田触・あしべちようこくぶとうだふれ

　　８１１-５７３２・長崎県壱岐市芦辺町国分東触・あしべちようこくぶひがしふれ

　　８１１-５７３４・長崎県壱岐市芦辺町国分本村触・あしべちようこくぶほんむらふれ

　　８１１-５７４４・長崎県壱岐市芦辺町住吉後触・あしべちようすみよしうしろふれ

　　８１１-５７４２・長崎県壱岐市芦辺町住吉東触・あしべちようすみよしひがしふれ

　　８１１-５７４３・長崎県壱岐市芦辺町住吉前触・あしべちようすみよしまえふれ

　　８１１-５７４１・長崎県壱岐市芦辺町住吉山信触・あしべちようすみよしやまのぶふれ

　　８１１-５４６１・長崎県壱岐市芦辺町瀬戸浦・あしべちようせとうら

　　８１１-５７５１・長崎県壱岐市芦辺町中野郷仲触・あしべちようなかのごうなかふれ

　　８１１-５７５７・長崎県壱岐市芦辺町中野郷西触・あしべちようなかのごうにしふれ

　　８１１-５７５２・長崎県壱岐市芦辺町中野郷東触・あしべちようなかのごうひがしふれ

　　８１１-５７５６・長崎県壱岐市芦辺町中野郷本村触・あしべちようなかのごうほんむらふれ

　　８１１-５４６７・長崎県壱岐市芦辺町箱崎江角触・あしべちようはこざきえすみふれ

　　８１１-５４６５・長崎県壱岐市芦辺町箱崎釘ノ尾触・あしべちようはこざきくぎのおふれ

　　８１１-５４６２・長崎県壱岐市芦辺町箱崎大左右触・あしべちようはこざきたいそうふれ

　　８１１-５４６４・長崎県壱岐市芦辺町箱崎谷江触・あしべちようはこざきたにえふれ

　　８１１-５４６３・長崎県壱岐市芦辺町箱崎中山触・あしべちようはこざきなかやまふれ

　　８１１-５４６６・長崎県壱岐市芦辺町箱崎本村触・あしべちようはこざきほんむらふれ

　　８１１-５４６８・長崎県壱岐市芦辺町箱崎諸津触・あしべちようはこざきもろつふれ

　　８１１-５３２１・長崎県壱岐市芦辺町深江栄触・あしべちようふかえさかえふれ

　　８１１-５３２２・長崎県壱岐市芦辺町深江鶴亀触・あしべちようふかえつるきふれ

　　８１１-５３２４・長崎県壱岐市芦辺町深江東触・あしべちようふかえひがしふれ

　　８１１-５３２３・長崎県壱岐市芦辺町深江平触・あしべちようふかえひらふれ

　　８１１-５３２６・長崎県壱岐市芦辺町深江本村触・あしべちようふかえほんむらふれ

　　８１１-５３２５・長崎県壱岐市芦辺町深江南触・あしべちようふかえみなみふれ

　　８１１-５３１６・長崎県壱岐市芦辺町諸吉大石触・あしべちようもろよしおおいしふれ

　　８１１-５３１３・長崎県壱岐市芦辺町諸吉仲触・あしべちようもろよしなかふれ

　　８１１-５３１４・長崎県壱岐市芦辺町諸吉東触・あしべちようもろよしひがしふれ

　　８１１-５３１５・長崎県壱岐市芦辺町諸吉二亦触・あしべちようもろよしふたまたふれ

　　８１１-５３１１・長崎県壱岐市芦辺町諸吉本村触・あしべちようもろよしほんむらふれ

　　８１１-５３１２・長崎県壱岐市芦辺町諸吉南触・あしべちようもろよしみなみふれ

　　８１１-５７５５・長崎県壱岐市芦辺町湯岳興触・あしべちようゆたけこうふれ

　　８１１-５７５４・長崎県壱岐市芦辺町湯岳今坂触・あしべちようゆたけこんざかふれ

　　８１１-５７５３・長崎県壱岐市芦辺町湯岳本村触・あしべちようゆたけほんむらふれ

　　８１１-５２２２・長崎県壱岐市石田町池田仲触・いしだちよういけだなかふれ

　　８１１-５２２４・長崎県壱岐市石田町池田西触・いしだちよういけだにしふれ

　　８１１-５２２１・長崎県壱岐市石田町池田東触・いしだちよういけだひがしふれ

　　８１１-５２１５・長崎県壱岐市石田町石田西触・いしだちよういしだにしふれ

　　８１１-５２１１・長崎県壱岐市石田町石田東触・いしだちよういしだひがしふれ

　　８１１-５２１４・長崎県壱岐市石田町印通寺浦・いしだちよういんどおじうら

　　８１１-５２２３・長崎県壱岐市石田町久喜触・いしだちようくきふれ

　　８１１-５２０２・長崎県壱岐市石田町筒城仲触・いしだちようつつきなかふれ

　　８１１-５２０４・長崎県壱岐市石田町筒城西触・いしだちようつつきにしふれ

　　８１１-５２０３・長崎県壱岐市石田町筒城東触・いしだちようつつきひがしふれ

　　８１１-５２１２・長崎県壱岐市石田町本村触・いしだちようほんむらふれ

　　８１１-５２１３・長崎県壱岐市石田町南触・いしだちようみなみふれ

　　８１１-５２０１・長崎県壱岐市石田町山崎触・いしだちようやまさきふれ

　　８１１-５２２６・長崎県壱岐市石田町湯岳射手吉触・いしだちようゆたけいてよしふれ

　　８１１-５２２５・長崎県壱岐市石田町湯岳興触・いしだちようゆたけこうふれ

　　８１１-５５４３・長崎県壱岐市勝本町上場触・かつもとちよううわはﾞふれ

　　８１１-５５３２・長崎県壱岐市勝本町大久保触・かつもとちようおおくほﾞふれ

　　８１１-５５２３・長崎県壱岐市勝本町片山触・かつもとちようかたやまふれ

　　８１１-５５０１・長崎県壱岐市勝本町勝本浦・かつもとちようかつもとうら

　　８１１-５５１３・長崎県壱岐市勝本町北触・かつもとちようきたふれ

　　８１１-５５２１・長崎県壱岐市勝本町西戸触・かつもとちようさいどふれ

　　８１１-５５３１・長崎県壱岐市勝本町坂本触・かつもとちようさかもとふれ

　　８１１-５５３３・長崎県壱岐市勝本町新城西触・かつもとちようしんじようにしふれ

　　８１１-５５２２・長崎県壱岐市勝本町新城東触・かつもとちようしんじようひがしふれ

　　８１１-５５５４・長崎県壱岐市勝本町立石仲触・かつもとちようたていしなかふれ

　　８１１-５５５６・長崎県壱岐市勝本町立石西触・かつもとちようたていしにしふれ

　　８１１-５５５３・長崎県壱岐市勝本町立石東触・かつもとちようたていしひがしふれ



　　８１１-５５５５・長崎県壱岐市勝本町立石南触・かつもとちようたていしみなみふれ

　　８１１-５５１１・長崎県壱岐市勝本町仲触・かつもとちようなかふれ

　　８１１-５５１２・長崎県壱岐市勝本町東触・かつもとちようひがしふれ

　　８１１-５５４４・長崎県壱岐市勝本町布気触・かつもとちようふけふれ

　　８１１-５５４６・長崎県壱岐市勝本町本宮仲触・かつもとちようほんぐうなかふれ

　　８１１-５５４１・長崎県壱岐市勝本町本宮西触・かつもとちようほんぐうにしふれ

　　８１１-５５４２・長崎県壱岐市勝本町本宮東触・かつもとちようほんぐうひがしふれ

　　８１１-５５４５・長崎県壱岐市勝本町本宮南触・かつもとちようほんぐうみなみふれ

　　８１１-５５５１・長崎県壱岐市勝本町湯本浦・かつもとちようゆのもとうら

　　８１１-５５５２・長崎県壱岐市勝本町百合畑触・かつもとちようゆりはたふれ

　　８１１-５１０７・長崎県壱岐市郷ノ浦町有安触・ごうのうらちようありやすふれ

　　８１１-５１１３・長崎県壱岐市郷ノ浦町牛方触・ごうのうらちよううしかたふれ

　　８１１-５１１２・長崎県壱岐市郷ノ浦町大浦触・ごうのうらちようおおうらふれ

　　８１１-５１６１・長崎県壱岐市郷ノ浦町大島・ごうのうらちようおおしま

　　８１１-５１３６・長崎県壱岐市郷ノ浦町片原触・ごうのうらちようかたはﾞるふれ

　　８１１-５１１５・長崎県壱岐市郷ノ浦町木田触・ごうのうらちようきだふれ

　　８１１-５１２３・長崎県壱岐市郷ノ浦町釘山触・ごうのうらちようくぎやまふれ

　　８１１-５１３５・長崎県壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦・ごうのうらちようごうのうら

　　８１１-５１０５・長崎県壱岐市郷ノ浦町小牧西触・ごうのうらちようこまきにしふれ

　　８１１-５１０６・長崎県壱岐市郷ノ浦町小牧東触・ごうのうらちようこまきひがしふれ

　　８１１-５１０４・長崎県壱岐市郷ノ浦町里触・ごうのうらちようさとふれ

　　８１１-５１２５・長崎県壱岐市郷ノ浦町志原西触・ごうのうらちようしはらにしふれ

　　８１１-５１２４・長崎県壱岐市郷ノ浦町志原南触・ごうのうらちようしはらみなみふれ

　　８１１-５１３４・長崎県壱岐市郷ノ浦町庄触・ごうのうらちようしようふれ

　　８１１-５１０３・長崎県壱岐市郷ノ浦町新田触・ごうのうらちようしんでんふれ

　　８１１-５１２２・長崎県壱岐市郷ノ浦町大原触・ごうのうらちようたいはﾞるふれ

　　８１１-５１１７・長崎県壱岐市郷ノ浦町田中触・ごうのうらちようたなかふれ

　　８１１-５１４２・長崎県壱岐市郷ノ浦町坪触・ごうのうらちようつほﾞふれ

　　８１１-５１６２・長崎県壱岐市郷ノ浦町長島・ごうのうらちようながしま

　　８１１-５１３１・長崎県壱岐市郷ノ浦町永田触・ごうのうらちようながたふれ

　　８１１-５１０２・長崎県壱岐市郷ノ浦町長峰東触・ごうのうらちようながみねひがしふれ

　　８１１-５１０１・長崎県壱岐市郷ノ浦町長峰本村触・ごうのうらちようながみねほんむらふれ

　　８１１-５１４３・長崎県壱岐市郷ノ浦町初山西触・ごうのうらちようはつやまにしふれ

　　８１１-５１４４・長崎県壱岐市郷ノ浦町初山東触・ごうのうらちようはつやまひがしふれ

　　８１１-５１６３・長崎県壱岐市郷ノ浦町原島・ごうのうらちようはるしま

　　８１１-５１１１・長崎県壱岐市郷ノ浦町半城本村触・ごうのうらちようはんせいほんむらふれ

　　８１１-５１３２・長崎県壱岐市郷ノ浦町東触・ごうのうらちようひがしふれ

　　８１１-５１２１・長崎県壱岐市郷ノ浦町平人触・ごうのうらちようひろうとふれ

　　８１１-５１３３・長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触・ごうのうらちようほんむらふれ

　　８１１-５１５５・長崎県壱岐市郷ノ浦町麦谷触・ごうのうらちようむぎやふれ

　　８１１-５１１６・長崎県壱岐市郷ノ浦町物部本村触・ごうのうらちようものべほんむらふれ

　　８１１-５１１４・長崎県壱岐市郷ノ浦町柳田触・ごうのうらちようやなぎだふれ

　　８１１-５１４１・長崎県壱岐市郷ノ浦町若松触・ごうのうらちようわかまつふれ

　　８１１-５１５１・長崎県壱岐市郷ノ浦町渡良浦・ごうのうらちようわたらうら

　　８１１-５１５３・長崎県壱岐市郷ノ浦町渡良西触・ごうのうらちようわたらにしふれ

　　８１１-５１５４・長崎県壱岐市郷ノ浦町渡良東触・ごうのうらちようわたらひがしふれ

　　８１１-５１５２・長崎県壱岐市郷ノ浦町渡良南触・ごうのうらちようわたらみなみふれ

　　８５３-００００・長崎県五島市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８５３-００６２・長崎県五島市赤島町・あかしまちよう

　　８５３-００１８・長崎県五島市池田町・いけだまち

　　８５３-２１７４・長崎県五島市猪之木町・いのきちよう

　　８５３-２４８１・長崎県五島市伊福貴町・いふきちよう

　　８５３-０００６・長崎県五島市江川町・えがわまち

　　８５３-００６１・長崎県五島市黄島町・おうしまちよう

　　８５３-００３２・長崎県五島市大荒町・おおあれちよう

　　８５３-００５３・長崎県五島市奥浦町・おくうらちよう

　　８５３-００２５・長崎県五島市小泊町・おどまりちよう

　　８５３-００１３・長崎県五島市上大津町・かみおおつﾞちよう

　　８５３-００２３・長崎県五島市上崎山町・かみさきやまちよう

　　８５３-０７０２・長崎県五島市岐宿町川原・きしくまちかわら

　　８５３-０７０１・長崎県五島市岐宿町岐宿・きしくまちきしく

　　８５３-０７０３・長崎県五島市岐宿町楠原・きしくまちくすはら

　　８５３-０７０４・長崎県五島市岐宿町河務・きしくまちこうむ

　　８５３-０７０６・長崎県五島市岐宿町唐船ノ浦・きしくまちとうせんのうら

　　８５３-０７０５・長崎県五島市岐宿町戸岐ノ首・きしくまちとぎのくび

　　８５３-０３１２・長崎県五島市岐宿町中嶽・きしくまちなかだけ

　　８５３-０３１１・長崎県五島市岐宿町二本楠・きしくまちにほんぐす

　　８５３-０３１３・長崎県五島市岐宿町松山・きしくまちまつやま

　　８５３-００４３・長崎県五島市高田町・こうだちよう

　　８５３-００３３・長崎県五島市木場町・こはﾞちよう



　　８５３-００４１・長崎県五島市籠淵町・こもりぶちちよう

　　８５３-００１６・長崎県五島市紺屋町・こんやまち

　　８５３-０００４・長崎県五島市幸町・さいわいまち

　　８５３-０００１・長崎県五島市栄町・さかえまち

　　８５３-００６５・長崎県五島市坂の上・さかのうえ

　　８５３-００１１・長崎県五島市下大津町・しもおおつﾞちよう

　　８５３-００２１・長崎県五島市下崎山町・しもさきやまちよう

　　８５３-００６３・長崎県五島市新港町・しんみなとまち

　　８５３-０００５・長崎県五島市末広町・すえひろまち

　　８５３-００６６・長崎県五島市大円寺町・だいえんじちよう

　　８５３-２１７３・長崎県五島市田ノ浦町・たのうらちよう

　　８５３-０５０１・長崎県五島市玉之浦町荒川・たまのうらまちあらかわ

　　８５３-０５０２・長崎県五島市玉之浦町幾久山・たまのうらまちいつくやま

　　８５３-０５０３・長崎県五島市玉之浦町小川・たまのうらまちおがわ

　　８５３-０５０６・長崎県五島市玉之浦町上の平・たまのうらまちかみのひら

　　８５３-０４１３・長崎県五島市玉之浦町大宝・たまのうらまちだいほう

　　８５３-０４１２・長崎県五島市玉之浦町立谷・たまのうらまちたちや

　　８５３-０４１１・長崎県五島市玉之浦町玉之浦・たまのうらまちたまのうら

　　８５３-０５０４・長崎県五島市玉之浦町丹奈・たまのうらまちたんな

　　８５３-０５０７・長崎県五島市玉之浦町頓泊・たまのうらまちとんとまり

　　８５３-０５０５・長崎県五島市玉之浦町中須・たまのうらまちなかす

　　８５３-０５０８・長崎県五島市玉之浦町布浦・たまのうらまちぬのうら

　　８５３-０００２・長崎県五島市中央町・ちゆうおうまち

　　８５３-００４４・長崎県五島市堤町・つつみちよう

　　８５３-００５４・長崎県五島市戸岐町・とぎちよう

　　８５３-０２０５・長崎県五島市富江町狩立・とみえまちかりたて

　　８５３-０２０８・長崎県五島市富江町黒島・とみえまちくろしま

　　８５３-０２１１・長崎県五島市富江町黒瀬・とみえまちくろせ

　　８５３-０２０４・長崎県五島市富江町繁敷・とみえまちしげじき

　　８５３-０２１５・長崎県五島市富江町職人・とみえまちしよくにん

　　８５３-０２０３・長崎県五島市富江町田尾・とみえまちたお

　　８５３-０２１３・長崎県五島市富江町岳・とみえまちたけ

　　８５３-０２１４・長崎県五島市富江町土取・とみえまちつちとり

　　８５３-０２０１・長崎県五島市富江町富江・とみえまちとみえ

　　８５３-０２０７・長崎県五島市富江町長峰・とみえまちながみね

　　８５３-０２０２・長崎県五島市富江町松尾・とみえまちまつお

　　８５３-０２１２・長崎県五島市富江町山下・とみえまちやました

　　８５３-０２０６・長崎県五島市富江町山手・とみえまちやまて

　　８５３-００１２・長崎県五島市長手町・ながてちよう

　　８５３-２２０１・長崎県五島市奈留町浦・なるまちうら

　　８５３-２２０２・長崎県五島市奈留町大串・ なるまちおおくじ

　　８５３-２２０３・長崎県五島市奈留町泊・なるまちとまり

　　８５３-２２０４・長崎県五島市奈留町船廻・なるまちふなまわり

　　８５３-０００３・長崎県五島市錦町・にしきまち

　　８５３-００２４・長崎県五島市野々切町・ののきれちよう

　　８５３-００２６・長崎県五島市浜町・はまちよう

　　８５３-００１５・長崎県五島市東浜町・ひがしはままち

　　８５３-２１７１・長崎県五島市久賀町・ひさかちよう

　　８５３-００５１・長崎県五島市平蔵町・ひらぞうちよう

　　８５３-０００７・長崎県五島市福江町・ふくえちよう

　　８５３-００１７・長崎県五島市武家屋敷・ぶけやしき

　　８５３-００２７・長崎県五島市増田町・ますだちよう

　　８５３-００５２・長崎県五島市松山町・まつやまちよう

　　８５３-０６０６・長崎県五島市三井楽町丑ノ浦・みいらくまちうしのうら

　　８５３-０６０２・長崎県五島市三井楽町大川・みいらくまちおおかわ

　　８５３-０６０４・長崎県五島市三井楽町貝津・みいらくまちかいつ

　　８５３-０６０３・長崎県五島市三井楽町柏・みいらくまちかしわ

　　８５３-０６１１・長崎県五島市三井楽町嵯峨島・みいらくまちさがのしま

　　８５３-０６１３・長崎県五島市三井楽町塩水・みいらくまちしおみず

　　８５３-０６１２・長崎県五島市三井楽町高崎・みいらくまちたかさき

　　８５３-０６０７・長崎県五島市三井楽町嶽・みいらくまちたけ

　　８５３-０６０８・長崎県五島市三井楽町波砂間・みいらくまちはさま

　　８５３-０６０５・長崎県五島市三井楽町濱窄・みいらくまちはまさこ

　　８５３-０６０１・長崎県五島市三井楽町濱ノ畔・みいらくまちはまのくり

　　８５３-０６０９・長崎県五島市三井楽町渕ノ元・みいらくまちふちのもと

　　８５３-００６４・長崎県五島市三尾野・みおの

　　８５３-００１４・長崎県五島市三尾野町・みおのちよう

　　８５３-００２２・長崎県五島市向町・むかえちよう

　　８５３-２４８２・長崎県五島市本窯町・もとがまちよう

　　８５３-００３１・長崎県五島市吉久木町・よしくぎちよう



　　８５３-００４２・長崎県五島市吉田町・よしだちよう

　　８５３-２１７２・長崎県五島市蕨町・わらびちよう

　　８５１-３５００・長崎県西海市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８５７-２４２７・長崎県西海市大島町の次に番地がくる場合・つぎにはﾞんちがくるはﾞあい

　　８５７-２４０２・長崎県西海市大島町内浦地区・おおしまちよううちうらちく

　　８５７-２４２６・長崎県西海市大島町大島・おおしまちようおおじま

　　８５７-２４２２・長崎県西海市大島町太田尾・おおしまちようおおだお

　　８５７-２４０１・長崎県西海市大島町黒瀬・おおしまちようくろせ

　　８５７-２４２４・長崎県西海市大島町塩田・おおしまちようしおだ

　　８５７-２４２５・長崎県西海市大島町田浦・おおしまちようたのうら

　　８５７-２４０５・長崎県西海市大島町中央地区・おおしまちようちゆうおうちく

　　８５７-２４１１・長崎県西海市大島町寺島・おおしまちようてらしま

　　８５７-２４２３・長崎県西海市大島町塔尾・おおしまちようとおのお

　　８５７-２４１８・長崎県西海市大島町徳万・おおしまちようとくまん

　　８５７-２４２１・長崎県西海市大島町中戸・おおしまちようなかと

　　８５７-２４１９・長崎県西海市大島町蛤・おおしまちようはまぐり

　　８５７-２４０３・長崎県西海市大島町馬込・おおしまちようまごめ

　　８５７-２４１２・長崎県西海市大島町真砂・おおしまちようまさご

　　８５７-２４１３・長崎県西海市大島町間瀬・おおしまちようまぜ

　　８５７-２４１７・長崎県西海市大島町百合が丘・おおしまちようゆりがおか

　　８５７-２３０１・長崎県西海市大瀬戸町瀬戸板浦郷・おおせとちようせといたのうらごう

　　８５７-２３０２・長崎県西海市大瀬戸町瀬戸樫浦郷・おおせとちようせとかしのうらごう

　　８５７-２３０４・長崎県西海市大瀬戸町瀬戸下山郷・おおせとちようせとしたやまごう

　　８５７-２３０３・長崎県西海市大瀬戸町瀬戸西濱郷・おおせとちようせとにしはまごう

　　８５７-２３０５・長崎県西海市大瀬戸町瀬戸羽出川郷・おおせとちようせとはでがわごう

　　８５７-２３０６・長崎県西海市大瀬戸町瀬戸東濱郷・おおせとちようせとひがしはまごう

　　８５７-２３０７・長崎県西海市大瀬戸町瀬戸福島郷・おおせとちようせとふくしまごう

　　８５７-２３１２・長崎県西海市大瀬戸町多以良内郷・おおせとちようたいらうちごう

　　８５７-２３１１・長崎県西海市大瀬戸町多以良外郷・おおせとちようたいらそとごう

　　８５７-２５３１・長崎県西海市大瀬戸町松島内郷・おおせとちようまつしまうちごう

　　８５７-２５３２・長崎県西海市大瀬戸町松島外郷・おおせとちようまつしまそとごう

　　８５７-２３２４・長崎県西海市大瀬戸町雪浦奥浦郷・おおせとちようゆきのうらおくうらごう

　　８５７-２３２７・長崎県西海市大瀬戸町雪浦上郷・おおせとちようゆきのうらかみごう

　　８５７-２３２２・長崎県西海市大瀬戸町雪浦久良木郷・おおせとちようゆきのうらきゆうらぎごう

　　８５７-２３２３・長崎県西海市大瀬戸町雪浦河通郷・おおせとちようゆきのうらごうつうごう

　　８５７-２３２１・長崎県西海市大瀬戸町雪浦幸物郷・おおせとちようゆきのうらこうぶつごう

　　８５７-２３２５・長崎県西海市大瀬戸町雪浦小松郷・おおせとちようゆきのうらこまつごう

　　８５７-２３２６・長崎県西海市大瀬戸町雪浦下郷・おおせとちようゆきのうらしもごう

　　８５７-２３２８・長崎県西海市大瀬戸町雪浦下釜郷・おおせとちようゆきのうらしものかまごう

　　８５１-３５０７・長崎県西海市西海町天久保郷・さいかいちようあまくほﾞごう

　　８５１-３５０３・長崎県西海市西海町太田原郷・さいかいちようおおたはらごう

　　８５１-３５０５・長崎県西海市西海町太田和郷・さいかいちようおおたわごう

　　８５１-３５０８・長崎県西海市西海町面高郷・さいかいちようおもだかごう

　　８５１-３５０２・長崎県西海市西海町川内郷・さいかいちようかわちごう

　　８５１-３５０６・長崎県西海市西海町黒口郷・さいかいちようくろくちごう

　　８５１-３５０４・長崎県西海市西海町木場郷・さいかいちようこはﾞごう

　　８５１-３５０１・長崎県西海市西海町丹納郷・さいかいちようたんのうごう

　　８５７-２２２２・長崎県西海市西海町中浦北郷・さいかいちようなかうらきたごう

　　８５７-２２２１・長崎県西海市西海町中浦南郷・さいかいちようなかうらみなみごう

　　８５７-２２２３・長崎県西海市西海町七釜郷・さいかいちようななつがまごう

　　８５１-３５１１・長崎県西海市西海町水浦郷・さいかいちようみずのうらごう

　　８５１-３５０９・長崎県西海市西海町横瀬郷・さいかいちようよこせごう

　　８５７-３１０３・長崎県西海市崎戸町江島・さきとちようえのしま

　　８５７-３１０１・長崎県西海市崎戸町蠣浦郷・さきとちようかきのうらごう

　　８５７-３３１１・長崎県西海市崎戸町平島・さきとちようひらしま

　　８５７-３１０２・長崎県西海市崎戸町本郷・さきとちようほんごう

　　８５１-３４２１・長崎県西海市西彼町伊ノ浦郷・せいひちよういのうらごう

　　８５１-３４２４・長崎県西海市西彼町大串郷・せいひちようおおくしごう

　　８５１-３３１３・長崎県西海市西彼町風早郷・せいひちようかざはやごう

　　８５１-３３０４・長崎県西海市西彼町上岳郷・せいひちようかみだけごう

　　８５１-３３０３・長崎県西海市西彼町亀浦郷・せいひちようかめうらごう

　　８５１-３４２２・長崎県西海市西彼町小迎郷・せいひちようこむかえごう

　　８５１-３３０５・長崎県西海市西彼町喰場郷・せいひちようじきはﾞごう

　　８５１-３３１１・長崎県西海市西彼町下岳郷・せいひちようしもたけごう

　　８５１-３３１４・長崎県西海市西彼町白似田郷・せいひちようしらにたごう

　　８５１-３３１２・長崎県西海市西彼町白崎郷・せいひちようしろさきごう

　　８５１-３３０６・長崎県西海市西彼町鳥加郷（川山）・せいひちようとりかごう(かわやま)

　　８５１-３４０６・長崎県西海市西彼町鳥加郷（その他）・せいひちようとりかごう(そのた)

　　８５１-３３０２・長崎県西海市西彼町中山郷・せいひちようなかやまごう

　　８５１-３３１５・長崎県西海市西彼町平原郷・せいひちようひらはﾞるごう



　　８５１-３４２５・長崎県西海市西彼町平山郷・せいひちようひらやまごう

　　８５１-３３０１・長崎県西海市西彼町宮浦郷・せいひちようみやうらごう

　　８５１-３４２３・長崎県西海市西彼町八木原郷・せいひちようやきはらごう

　　８５４-０５００・長崎県雲仙市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８５４-０３０２・長崎県雲仙市愛野町乙・あいのまちおつ

　　８５４-０３０１・長崎県雲仙市愛野町甲・あいのまちこう

　　８５９-１１１６・長崎県雲仙市吾妻町阿母名・あつﾞまちようあほﾞみよう

　　８５９-１１０７・長崎県雲仙市吾妻町牛口名・あつﾞまちよううしぐちみよう

　　８５９-１１１５・長崎県雲仙市吾妻町永中名・あつﾞまちようえいちゆうみよう

　　８５９-１１０６・長崎県雲仙市吾妻町大木場名・あつﾞまちようおおこはﾞみよう

　　８５９-１１１４・長崎県雲仙市吾妻町川床名・あつﾞまちようかわとこみよう

　　８５９-１１１２・長崎県雲仙市吾妻町栗林名・あつﾞまちようくりはﾞやしみよう

　　８５９-１１０２・長崎県雲仙市吾妻町木場名・あつﾞまちようこはﾞみよう

　　８５９-１１０５・長崎県雲仙市吾妻町田之平名・あつﾞまちようたのひらみよう

　　８５９-１１１３・長崎県雲仙市吾妻町布江名・あつﾞまちようぬのえみよう

　　８５９-１１１１・長崎県雲仙市吾妻町馬場名・あつﾞまちようはﾞはﾞみよう

　　８５９-１１０３・長崎県雲仙市吾妻町平江名・あつﾞまちようひらえみよう

　　８５９-１１０４・長崎県雲仙市吾妻町古城名・あつﾞまちようふるしろみよう

　　８５９-１１０１・長崎県雲仙市吾妻町本村名・あつﾞまちようもとむらみよう

　　８５４-０６２１・長崎県雲仙市小浜町雲仙・おはﾞまちよううんぜん

　　８５４-０５０１・長崎県雲仙市小浜町大亀・おはﾞまちようおおかめ

　　８５４-０５０４・長崎県雲仙市小浜町金浜・おはﾞまちようかなはま

　　８５４-０５１２・長崎県雲仙市小浜町北木指・ おはﾞまちようきたきさじ

　　８５４-０５１５・長崎県雲仙市小浜町北野・おはﾞまちようきたの

　　８５４-０５１４・長崎県雲仙市小浜町北本町・おはﾞまちようきたほんまち

　　８５４-０５０５・長崎県雲仙市小浜町木場・おはﾞまちようこはﾞ

　　８５４-０５０３・長崎県雲仙市小浜町飛子・おはﾞまちようとびこ

　　８５４-０５１６・長崎県雲仙市小浜町富津・おはﾞまちようとみつ

　　８５４-０５１７・長崎県雲仙市小浜町マリーナ・おはﾞまちようまりｰな

　　８５４-０５１１・長崎県雲仙市小浜町南木指・ おはﾞまちようみなみきさじ

　　８５４-０５１３・長崎県雲仙市小浜町南本町・おはﾞまちようみなみほんまち

　　８５４-０５０２・長崎県雲仙市小浜町山畑・おはﾞまちようやまはた

　　８５９-１３０２・長崎県雲仙市国見町神代乙・くにみちようこうじろおつ

　　８５９-１３０６・長崎県雲仙市国見町神代己・くにみちようこうじろき

　　８５９-１３０１・長崎県雲仙市国見町神代甲・くにみちようこうじろこう

　　８５９-１３０７・長崎県雲仙市国見町神代庚・くにみちようこうじろこう

　　８５９-１３０８・長崎県雲仙市国見町神代辛・くにみちようこうじろしん

　　８５９-１３０４・長崎県雲仙市国見町神代丁・くにみちようこうじろてい

　　８５９-１３０３・長崎県雲仙市国見町神代丙・くにみちようこうじろへい

　　８５９-１３０５・長崎県雲仙市国見町神代戊・くにみちようこうじろほﾞ

　　８５９-１３２２・長崎県雲仙市国見町多比良乙・くにみちようたいらおつ

　　８５９-１３２１・長崎県雲仙市国見町多比良甲・くにみちようたいらこう

　　８５９-１３２４・長崎県雲仙市国見町多比良丁・くにみちようたいらてい

　　８５９-１３２３・長崎県雲仙市国見町多比良丙・くにみちようたいらへい

　　８５９-１３２５・長崎県雲仙市国見町多比良戊・くにみちようたいらほﾞ

　　８５９-１３１２・長崎県雲仙市国見町土黒乙・くにみちようひじくろおつ

　　８５９-１３１６・長崎県雲仙市国見町土黒己・くにみちようひじくろき

　　８５９-１３１１・長崎県雲仙市国見町土黒甲・くにみちようひじくろこう

　　８５９-１３１７・長崎県雲仙市国見町土黒庚・くにみちようひじくろこう

　　８５９-１３１４・長崎県雲仙市国見町土黒丁・くにみちようひじくろてい

　　８５９-１３１３・長崎県雲仙市国見町土黒丙・くにみちようひじくろへい

　　８５９-１３１５・長崎県雲仙市国見町土黒戊・くにみちようひじくろほﾞ

　　８５４-０４０２・長崎県雲仙市千々石町乙・ちちﾞわちようおつ

　　８５４-０４０６・長崎県雲仙市千々石町己・ちちﾞわちようき

　　８５４-０４０１・長崎県雲仙市千々石町甲・ちちﾞわちようこう

　　８５４-０４０７・長崎県雲仙市千々石町庚・ちちﾞわちようこう

　　８５４-０４０４・長崎県雲仙市千々石町丁・ちちﾞわちようてい

　　８５４-０４０３・長崎県雲仙市千々石町丙・ちちﾞわちようへい

　　８５４-０４０５・長崎県雲仙市千々石町戊・ちちﾞわちようほﾞ

　　８５９-１２１４・長崎県雲仙市瑞穂町伊福乙・みずほちよういふくおつ

　　８５９-１２１３・長崎県雲仙市瑞穂町伊福甲・みずほちよういふくこう

　　８５９-１２１６・長崎県雲仙市瑞穂町古部乙・みずほちようこべおつ

　　８５９-１２１５・長崎県雲仙市瑞穂町古部甲・みずほちようこべこう

　　８５９-１２０３・長崎県雲仙市瑞穂町西郷乙・みずほちようさいごうおつ

　　８５９-１２１２・長崎県雲仙市瑞穂町西郷己・みずほちようさいごうき

　　８５９-１２０２・長崎県雲仙市瑞穂町西郷甲・みずほちようさいごうこう

　　８５９-１２０１・長崎県雲仙市瑞穂町西郷庚・みずほちようさいごうこう

　　８５９-１２０６・長崎県雲仙市瑞穂町西郷辛・みずほちようさいごうしん

　　８５９-１２０５・長崎県雲仙市瑞穂町西郷丁・みずほちようさいごうてい

　　８５９-１２０４・長崎県雲仙市瑞穂町西郷丙・みずほちようさいごうへい



　　８５９-１２１１・長崎県雲仙市瑞穂町西郷戊・みずほちようさいごうほﾞ

　　８５４-０７０２・長崎県雲仙市南串山町乙・みなみくしやまちようおつ

　　８５４-０７０１・長崎県雲仙市南串山町甲・みなみくしやまちようこう

　　８５４-０７０３・長崎県雲仙市南串山町丙・みなみくしやまちようへい

　　８５９-２６００・長崎県南島原市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８５９-２１２１・長崎県南島原市有家町石田・ありえちよういしだ

　　８５９-２１２２・長崎県南島原市有家町大苑・ありえちようおおぞの

　　８５９-２２０３・長崎県南島原市有家町尾上・ありえちようおのうえ

　　８５９-２２０４・長崎県南島原市有家町蒲河・ありえちようかまが

　　８５９-２２０１・長崎県南島原市有家町久保・ありえちようくほﾞ

　　８５９-２２０５・長崎県南島原市有家町小川・ありえちようこがわ

　　８５９-２２０６・長崎県南島原市有家町中須川・ありえちようなかすかわ

　　８５９-２１２３・長崎県南島原市有家町原尾・ありえちようはらお

　　８５９-２２０２・長崎県南島原市有家町山川・ありえちようやまがわ

　　８５９-２６０５・長崎県南島原市加津佐町乙・かつﾞさちようおつ

　　８５９-２６０１・長崎県南島原市加津佐町己・かつﾞさちようき

　　８５９-２６０６・長崎県南島原市加津佐町甲・かつﾞさちようこう

　　８５９-２６０３・長崎県南島原市加津佐町丁・かつﾞさちようてい

　　８５９-２６０４・長崎県南島原市加津佐町丙・かつﾞさちようへい

　　８５９-２６０２・長崎県南島原市加津佐町戊・かつﾞさちようほﾞ

　　８５９-２３０２・長崎県南島原市北有馬町乙・きたありまちようおつ

　　８５９-２３０６・長崎県南島原市北有馬町己・きたありまちようき

　　８５９-２３０１・長崎県南島原市北有馬町甲・きたありまちようこう

　　８５９-２３０４・長崎県南島原市北有馬町丁・きたありまちようてい

　　８５９-２３０３・長崎県南島原市北有馬町丙・きたありまちようへい

　　８５９-２３０５・長崎県南島原市北有馬町戊・きたありまちようほﾞ

　　８５９-２５０１・長崎県南島原市口之津町乙・くちのつちようおつ

　　８５９-２５０２・長崎県南島原市口之津町甲・くちのつちようこう

　　８５９-２５０３・長崎県南島原市口之津町丁・くちのつちようてい

　　８５９-２５０４・長崎県南島原市口之津町丙・くちのつちようへい

　　８５９-２２１１・長崎県南島原市西有家町里坊・にしありえちようさとほﾞう

　　８５９-２２１４・長崎県南島原市西有家町慈恩寺・にしありえちようじおんじ

　　８５９-２２１２・長崎県南島原市西有家町須川・にしありえちようすかわ

　　８５９-２２１６・長崎県南島原市西有家町龍石・ にしありえちようたついじ

　　８５９-２２１５・長崎県南島原市西有家町長野・にしありえちようながの

　　８５９-２２１３・長崎県南島原市西有家町見岳・にしありえちようみだけ

　　８５９-１５０２・長崎県南島原市深江町乙・ふかえちようおつ

　　８５９-１５０１・長崎県南島原市深江町甲・ふかえちようこう

　　８５９-１５０４・長崎県南島原市深江町丁・ふかえちようてい

　　８５９-１５０３・長崎県南島原市深江町丙・ふかえちようへい

　　８５９-１５０５・長崎県南島原市深江町戊・ふかえちようほﾞ

　　８５９-２１１２・長崎県南島原市布津町乙・ふつちようおつ

　　８５９-２１１１・長崎県南島原市布津町甲・ふつちようこう

　　８５９-２１１３・長崎県南島原市布津町丙・ふつちようへい

　　８５９-２４１２・長崎県南島原市南有馬町乙・みなみありまちようおつ

　　８５９-２３１６・長崎県南島原市南有馬町己（古園轟河）・(ふるぞのとろつご)

　　８５９-２４１６・長崎県南島原市南有馬町己（その他）・みなみありまちようき(そのた)

　　８５９-２４１１・長崎県南島原市南有馬町甲・みなみありまちようこう

　　８５９-２４１４・長崎県南島原市南有馬町丁・みなみありまちようてい

　　８５９-２４１３・長崎県南島原市南有馬町丙・みなみありまちようへい

　　８５９-２４１５・長崎県南島原市南有馬町戊・みなみありまちようほﾞ

　　８５１-２１００・長崎県西彼杵郡長与町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８５１-２１２８・長崎県西彼杵郡長与町嬉里郷・うれりごう

　　８５１-２１２１・長崎県西彼杵郡長与町岡郷・おかごう

　　８５１-２１２７・長崎県西彼杵郡長与町高田郷・こうだごう

　　８５１-２１２９・長崎県西彼杵郡長与町斉藤郷・さいとうごう

　　８５１-２１２３・長崎県西彼杵郡長与町平木場郷・ひらこはﾞごう

　　８５１-２１３１・長崎県西彼杵郡長与町北陽台・ほくようだい

　　８５１-２１２２・長崎県西彼杵郡長与町本川内郷・ほんがわちごう

　　８５１-２１３０・長崎県西彼杵郡長与町まなび野・まなびの

　　８５１-２１２４・長崎県西彼杵郡長与町丸田郷・まるたごう

　　８５１-２１２５・長崎県西彼杵郡長与町三根郷・みねごう

　　８５１-２１２６・長崎県西彼杵郡長与町吉無田郷・よしむたごう

　　８５１-２１００・長崎県西彼杵郡時津町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８５１-２１０５・長崎県西彼杵郡時津町浦郷・うらごう

　　８５１-２１０７・長崎県西彼杵郡時津町久留里郷・くるりごう

　　８５１-２１０６・長崎県西彼杵郡時津町左底郷・さそこごう

　　８５１-２１１１・長崎県西彼杵郡時津町子々川郷・ししがわごう

　　８５１-２１０１・長崎県西彼杵郡時津町西時津郷・にしとぎつごう

　　８５１-２１０４・長崎県西彼杵郡時津町野田郷・のだごう



　　８５１-２１０２・長崎県西彼杵郡時津町浜田郷・はまだごう

　　８５１-２１０８・長崎県西彼杵郡時津町日並郷・ひなみごう

　　８５１-２１０３・長崎県西彼杵郡時津町元村郷・もとむらごう

　　８５９-３８００・長崎県東彼杵郡東彼杵町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８５９-３８１１・長崎県東彼杵郡東彼杵町大音琴郷・おおねごとごう

　　８５９-３９２６・長崎県東彼杵郡東彼杵町蕪郷・かぶらごう

　　８５９-３８０５・長崎県東彼杵郡東彼杵町川内郷・かわちごう

　　８５９-３８０９・長崎県東彼杵郡東彼杵町口木田郷・くちきだごう

　　８５９-３８０８・長崎県東彼杵郡東彼杵町蔵本郷・くらもとごう

　　８５９-３８１２・長崎県東彼杵郡東彼杵町小音琴郷・こねごとごう

　　８５９-３９３１・長崎県東彼杵郡東彼杵町木場郷・こはﾞごう

　　８５９-３８０２・長崎県東彼杵郡東彼杵町坂本郷・さかもとごう

　　８５９-３９２９・長崎県東彼杵郡東彼杵町里郷・さとごう

　　８５９-３８０３・長崎県東彼杵郡東彼杵町菅無田郷・すがむたごう

　　８５９-３９２３・長崎県東彼杵郡東彼杵町瀬戸郷・せとごう

　　８５９-３８０７・長崎県東彼杵郡東彼杵町彼杵宿郷・そのぎしゆくごう

　　８５９-３９２７・長崎県東彼杵郡東彼杵町駄地郷・だじごう

　　８５９-３９２４・長崎県東彼杵郡東彼杵町太ノ浦郷・たのうらごう

　　８５９-３９２１・長崎県東彼杵郡東彼杵町千綿宿郷・ちわたしゆくごう

　　８５９-３９３２・長崎県東彼杵郡東彼杵町遠目郷・とおめごう

　　８５９-３８０１・長崎県東彼杵郡東彼杵町中尾郷・なかおごう

　　８５９-３９２５・長崎県東彼杵郡東彼杵町中岳郷・なかたけごう

　　８５９-３９２２・長崎県東彼杵郡東彼杵町八反田郷・はちたんだごう

　　８５９-３９３３・長崎県東彼杵郡東彼杵町一ッ石郷・ひとついしごう

　　８５９-３９２８・長崎県東彼杵郡東彼杵町平似田郷・ひらにたごう

　　８５９-３８０４・長崎県東彼杵郡東彼杵町法音寺郷・ほうおんじごう

　　８５９-３８０６・長崎県東彼杵郡東彼杵町三根郷・みねごう

　　８５９-３６００・長崎県東彼杵郡川棚町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８５９-３６０４・長崎県東彼杵郡川棚町石木郷・いしきごう

　　８５９-３６０１・長崎県東彼杵郡川棚町猪乗川内郷・いのりごうちごう

　　８５９-３６０３・長崎県東彼杵郡川棚町岩屋郷・いわやごう

　　８５９-３６１８・長崎県東彼杵郡川棚町小串郷・おぐしごう

　　８５９-３６１３・長崎県東彼杵郡川棚町上組郷・かみぐみごう

　　８５９-３６１２・長崎県東彼杵郡川棚町五反田郷・ごたんだごう

　　８５９-３６０６・長崎県東彼杵郡川棚町小音琴郷・こねごとごう

　　８５９-３６０２・長崎県東彼杵郡川棚町木場郷・こはﾞごう

　　８５９-３６０８・長崎県東彼杵郡川棚町栄町・さかえまち

　　８５９-３６１５・長崎県東彼杵郡川棚町下組郷・しもぐみごう

　　８５９-３６１６・長崎県東彼杵郡川棚町白石郷・しろいしごう

　　８５９-３６０７・長崎県東彼杵郡川棚町城山町・しろやまちよう

　　８５９-３６１９・長崎県東彼杵郡川棚町新谷郷・しんがえごう

　　８５９-３６１４・長崎県東彼杵郡川棚町中組郷・なかぐみごう

　　８５９-３６１１・長崎県東彼杵郡川棚町中山郷・なかやまごう

　　８５９-３６１７・長崎県東彼杵郡川棚町三越郷・みつごえごう

　　８５９-３６０５・長崎県東彼杵郡川棚町百津郷・ももつﾞごう

　　８５９-３７００・長崎県東彼杵郡波佐見町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８５９-３７１１・長崎県東彼杵郡波佐見町井石郷・いせきごう

　　８５９-３７１３・長崎県東彼杵郡波佐見町鬼木郷・おにぎごう

　　８５９-３７０１・長崎県東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷・おりしきせごう

　　８５９-３７１４・長崎県東彼杵郡波佐見町金屋郷・かなやごう

　　８５９-３７２１・長崎県東彼杵郡波佐見町川内郷・かわちごう

　　８５９-３７０４・長崎県東彼杵郡波佐見町小樽郷・こだるごう

　　８５９-３７２７・長崎県東彼杵郡波佐見町皿山郷・さらやまごう

　　８５９-３７２４・長崎県東彼杵郡波佐見町志折郷・しおりごう

　　８５９-３７１５・長崎県東彼杵郡波佐見町宿郷・しゆくごう

　　８５９-３７２２・長崎県東彼杵郡波佐見町岳辺田郷・たけべたごう

　　８５９-３７１６・長崎県東彼杵郡波佐見町田ノ頭郷・たのかしらごう

　　８５９-３７１２・長崎県東彼杵郡波佐見町中尾郷・なかおごう

　　８５９-３７０５・長崎県東彼杵郡波佐見町永尾郷・ながおごう

　　８５９-３７２５・長崎県東彼杵郡波佐見町長野郷・ながのごう

　　８５９-３７０３・長崎県東彼杵郡波佐見町野々川郷・ののかわごう

　　８５９-３７２６・長崎県東彼杵郡波佐見町稗木場郷・ひえこはﾞごう

　　８５９-３７２３・長崎県東彼杵郡波佐見町平野郷・ひらのごう

　　８５９-３７０６・長崎県東彼杵郡波佐見町三股郷・みつまたごう

　　８５９-３７２８・長崎県東彼杵郡波佐見町村木郷・むらぎごう

　　８５９-３７０２・長崎県東彼杵郡波佐見町湯無田郷・ゆむたごう

　　８５７-４７００・長崎県北松浦郡小値賀町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８５７-４７０８・長崎県北松浦郡小値賀町大島郷・おおしまごう

　　８５７-４７０６・長崎県北松浦郡小値賀町黒島郷・くろしまごう

　　８５７-４７０３・長崎県北松浦郡小値賀町中村郷・なかむらごう



　　８５７-４７１１・長崎県北松浦郡小値賀町納島郷・のうしまごう

　　８５７-４７０９・長崎県北松浦郡小値賀町野崎郷・のざきごう

　　８５７-４７０５・長崎県北松浦郡小値賀町浜津郷・はまつﾞごう

　　８５７-４７０１・長崎県北松浦郡小値賀町笛吹郷・ふえふきごう

　　８５７-４７０２・長崎県北松浦郡小値賀町前方郷・まえがたごう

　　８５７-４７０７・長崎県北松浦郡小値賀町班島郷・まだらしまごう

　　８５７-４７１２・長崎県北松浦郡小値賀町六島郷・むしまごう

　　８５７-４７０４・長崎県北松浦郡小値賀町柳郷・やなぎごう

　　８５７-０３００・長崎県北松浦郡佐々町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８５７-０３３４・長崎県北松浦郡佐々町石木場免・いしこはﾞめん

　　８５７-０３２１・長崎県北松浦郡佐々町市瀬免・いちのせめん

　　８５７-０３１２・長崎県北松浦郡佐々町市場免・いちはﾞめん

　　８５７-０３２３・長崎県北松浦郡佐々町江里免・えりめん

　　８５７-０３２４・長崎県北松浦郡佐々町大茂免・おおしげめん

　　８５７-０３５３・長崎県北松浦郡佐々町沖田免・おきためん

　　８５７-０３３５・長崎県北松浦郡佐々町皆瀬免・かいぜめん

　　８５７-０３１３・長崎県北松浦郡佐々町鴨川免・かもがわめん

　　８５７-０３５２・長崎県北松浦郡佐々町口石免・くちいしめん

　　８５７-０３３２・長崎県北松浦郡佐々町栗林免・くりはﾞやしめん

　　８５７-０３３６・長崎県北松浦郡佐々町神田免・こうだめん

　　８５７-０３６１・長崎県北松浦郡佐々町小浦免・こうらめん

　　８５７-０３４３・長崎県北松浦郡佐々町木場免・こはﾞめん

　　８５７-０３１５・長崎県北松浦郡佐々町志方免・しかためん

　　８５７-０３５１・長崎県北松浦郡佐々町須崎免・すさきめん

　　８５７-０３３８・長崎県北松浦郡佐々町角山免・つのやまめん

　　８５７-０３３３・長崎県北松浦郡佐々町中川原免・なかがわらめん

　　８５７-０３３１・長崎県北松浦郡佐々町野寄免・のよりめん

　　８５７-０３４１・長崎県北松浦郡佐々町羽須和免・はすわめん

　　８５７-０３４２・長崎県北松浦郡佐々町平野免・ひらのめん

　　８５７-０３１４・長崎県北松浦郡佐々町古川免・ふるかわめん

　　８５７-０３１１・長崎県北松浦郡佐々町本田原免・ほんたはﾞるめん

　　８５７-０３２２・長崎県北松浦郡佐々町松瀬免・まつせめん

　　８５７-０３４４・長崎県北松浦郡佐々町迎木場免・むかえこはﾞめん

　　８５７-０３３７・長崎県北松浦郡佐々町八口免・やくちめん

　　８５７-４４００・長崎県南松浦郡新上五島町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８５７-４４１１・長崎県南松浦郡新上五島町相河郷・あいこごう

　　８５７-４４０４・長崎県南松浦郡新上五島町青方郷・あおかたごう

　　８５７-４１０１・長崎県南松浦郡新上五島町赤尾郷・あかおごう

　　８５３-３３２２・長崎県南松浦郡新上五島町阿瀬津郷・あぜつごう

　　８５７-４４０１・長崎県南松浦郡新上五島町網上郷・あみあげごう

　　８５３-２３０４・長崎県南松浦郡新上五島町荒川郷・あらかわごう

　　８５７-４２１１・長崎県南松浦郡新上五島町有川郷・ありかわごう

　　８５３-２３１３・長崎県南松浦郡新上五島町有福郷・ありふくごう

　　８５７-４４１４・長崎県南松浦郡新上五島町飯ノ瀬戸郷・いのせどごう

　　８５７-４４１３・長崎県南松浦郡新上五島町今里郷・いまざとごう

　　８５３-３１０２・長崎県南松浦郡新上五島町岩瀬浦郷・いわせうらごう

　　８５７-４５１１・長崎県南松浦郡新上五島町浦桑郷・うらくわごう

　　８５７-４５１２・長崎県南松浦郡新上五島町榎津郷・えのきつﾞごう

　　８５７-４１０３・長崎県南松浦郡新上五島町江ノ浜郷・えのはまごう

　　８５７-４２１３・長崎県南松浦郡新上五島町太田郷・おおたごう

　　８５７-４２１２・長崎県南松浦郡新上五島町小河原郷・おがわらごう

　　８５３-２３０２・長崎県南松浦郡新上五島町桐古里郷・きりふるさとごう

　　８５７-４６０１・長崎県南松浦郡新上五島町小串郷・こぐしごう

　　８５３-２３１１・長崎県南松浦郡新上五島町榊ノ浦郷・さかきのうらごう

　　８５３-２３０３・長崎県南松浦郡新上五島町宿ノ浦郷・しゆくのうらごう

　　８５７-４６０２・長崎県南松浦郡新上五島町曽根郷・そねごう

　　８５３-３３２１・長崎県南松浦郡新上五島町鯛ノ浦郷・たいのうらごう

　　８５７-４６０３・長崎県南松浦郡新上五島町立串郷・たてくしごう

　　８５７-４４１５・長崎県南松浦郡新上五島町続浜ノ浦郷・つつﾞきはまのうらごう

　　８５７-４６０４・長崎県南松浦郡新上五島町津和崎郷・つわざきごう

　　８５７-４１０２・長崎県南松浦郡新上五島町友住郷・ともすみごう

　　８５７-４２１４・長崎県南松浦郡新上五島町七目郷・ななめごう

　　８５７-４４０２・長崎県南松浦郡新上五島町奈摩郷・なまごう

　　８５３-３１０１・長崎県南松浦郡新上五島町奈良尾郷・ならおごう

　　８５３-２３０５・長崎県南松浦郡新上五島町西神ノ浦郷・にしこうのうらごう

　　８５７-４５１４・長崎県南松浦郡新上五島町似首郷・にたくびごう

　　８５３-３３２３・長崎県南松浦郡新上五島町東神ノ浦郷・ひがしこうのうらごう

　　８５３-２３１２・長崎県南松浦郡新上五島町日島郷・ひのしまごう

　　８５７-４４０５・長崎県南松浦郡新上五島町船崎郷・ふなさきごう

　　８５３-２３１５・長崎県南松浦郡新上五島町間伏郷・まぶしごう



　　８５７-４５１３・長崎県南松浦郡新上五島町丸尾郷・まるおごう

　　８５７-４４１２・長崎県南松浦郡新上五島町三日ノ浦郷・みかのうらごう

　　８５７-４４１６・長崎県南松浦郡新上五島町道土井郷・みちどいごう

　　８５３-２３１４・長崎県南松浦郡新上五島町漁生浦郷・りようせうらごう

　　８５３-２３０１・長崎県南松浦郡新上五島町若松郷・わかまつごう




