
　　６３０-００００・奈良県奈良市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６３１-００５３・奈良県奈良市青垣台・あおがきだい

　　６３１-０８４１・奈良県奈良市青野町・あおのちよう

　　６３０-８１０１・奈良県奈良市青山・あおやま

　　６３０-８０３５・奈良県奈良市赤膚町・あかはだちよう

　　６３１-０８１２・奈良県奈良市秋篠早月町・あきしのさつきちよう

　　６３１-０８１４・奈良県奈良市秋篠三和町・あきしのさんわちよう

　　６３１-０８１３・奈良県奈良市秋篠新町・あきしのしんまち

　　６３１-０８１１・奈良県奈良市秋篠町・あきしのちよう

　　６３１-００１４・奈良県奈良市朝日町・あさひちよう

　　６３０-８３４６・奈良県奈良市阿字万字町・あぜまめちよう

　　６３０-８２４６・奈良県奈良市油阪地方町・あぶらさかじかたちよう

　　６３０-８２４７・奈良県奈良市油阪町・あぶらさかちよう

　　６３０-８０２４・奈良県奈良市尼辻中町・あまがつじなかまち

　　６３０-８０２３・奈良県奈良市尼辻西町・あまがつじにしまち

　　６３０-８０２２・奈良県奈良市尼辻南町・あまがつじみなみまち

　　６３０-８０２５・奈良県奈良市尼辻北町・あまがつじきたまち

　　６３０-８０２１・奈良県奈良市尼辻町・あまがつじちよう

　　６３１-００３３・奈良県奈良市あやめ池南・あやめいけみなみ

　　６３１-００３２・奈良県奈良市あやめ池北・あやめいけきた

　　６３２-０２４５・奈良県奈良市藺生町・いうちよう

　　６３０-８４４５・奈良県奈良市池田町・いけだちよう

　　６３０-８３６１・奈良県奈良市池之町・いけのちよう

　　６３１-００５４・奈良県奈良市石木町・いしきちよう

　　６３０-８３１７・奈良県奈良市井上町・いのうえちよう

　　６３０-８４４４・奈良県奈良市今市町・いまいちちよう

　　６３０-８２０７・奈良県奈良市今小路町・いまこうじちよう

　　６３０-８２０５・奈良県奈良市今在家町・いまざいけちよう

　　６３０-８２４３・奈良県奈良市今辻子町・いまつﾞしちよう

　　６３０-８３７４・奈良県奈良市今御門町・いまみかどちよう

　　６３０-８３３８・奈良県奈良市陰陽町・いんようちよう

　　６３１-０８０５・奈良県奈良市右京・うきよう

　　６３１-０８０２・奈良県奈良市歌姫町・うたひめちよう

　　６３２-０１０３・奈良県奈良市荻町・おおぎちよう

　　６３０-１２３３・奈良県奈良市邑地町・おおじちよう

　　６３０-２１６１・奈良県奈良市大野町・おおのちよう

　　６３１-０００５・奈良県奈良市大渕町・おおぶちちよう

　　６３０-１２３６・奈良県奈良市大保町・おおほﾞちよう

　　６３０-８１１５・奈良県奈良市大宮町・おおみやちよう

　　６３０-８１３１・奈良県奈良市大森町・おおもりちよう

　　６３０-８１３２・奈良県奈良市大森西町・おおもりにしまち

　　６３０-１２４２・奈良県奈良市大柳生町・おおやぎゆうちよう

　　６３１-００４２・奈良県奈良市大倭町・おおやまとちよう

　　６３１-００５５・奈良県奈良市大和田町・おおわだちよう

　　６３０-８２３３・奈良県奈良市小川町・おがわちよう

　　６３０-１２３２・奈良県奈良市興ケ原町・おくがはらちよう

　　６３０-８２３５・奈良県奈良市奥子守町・おくこもりちよう

　　６３０-８２５６・奈良県奈良市奥芝町・おくしはﾞちよう

　　６３２-０１１１・奈良県奈良市小倉町・おぐらちよう

　　６３０-８２７３・奈良県奈良市押上町・おしあげちよう

　　６３１-００１１・奈良県奈良市押熊町・おしくまちよう

　　６３０-８２９４・奈良県奈良市押小路町・おしこうじちよう

　　６３０-１２４３・奈良県奈良市大平尾町・おびらおちよう

　　６３０-８１４２・奈良県奈良市肘塚町・かいのつﾞかちよう

　　６３０-８３９１・奈良県奈良市鵲町・かささぎちよう

　　６３０-８０３１・奈良県奈良市柏木町・かしわぎちよう

　　６３０-８２１２・奈良県奈良市春日野町・かすがのちよう

　　６３０-８１４３・奈良県奈良市桂木町・かつらぎちよう

　　６３０-８２２８・奈良県奈良市上三条町・かみさんじようちよう

　　６３２-０１０２・奈良県奈良市上深川町・かみふかわちよう

　　６３０-８４５４・奈良県奈良市杏町・からももちよう

　　６３０-８２０２・奈良県奈良市川上町・かわかみちよう

　　６３０-８２９３・奈良県奈良市川久保町・かわくほﾞちよう

　　６３０-８３１３・奈良県奈良市川之上町・かわのかみちよう

　　６３０-８３１４・奈良県奈良市川之上突抜町・かわのかみつきぬけちよう

　　６３０-８３２６・奈良県奈良市瓦堂町・かわらどうちよう

　　６３０-８２４２・奈良県奈良市漢国町・かんごくちよう

　　６３１-００２７・奈良県奈良市学園赤松町・がくえんあかまつちよう

　　６３１-００１６・奈良県奈良市学園朝日町・がくえんあさひちよう

　　６３１-００１５・奈良県奈良市学園朝日元町・がくえんあさひもとまち
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　　６３１-００２５・奈良県奈良市学園新田町・がくえんしんでんちよう

　　６３１-００４１・奈良県奈良市学園大和町・がくえんだいわちよう

　　６３１-００３５・奈良県奈良市学園中・がくえんなか

　　６３１-００２６・奈良県奈良市学園緑ケ丘・がくえんみどりがおか

　　６３１-００３４・奈良県奈良市学園南・がくえんみなみ

　　６３１-００３６・奈良県奈良市学園北・がくえんきた

　　６３０-８３３２・奈良県奈良市元興寺町・がんごうじちよう

　　６３０-８２２１・奈良県奈良市元林院町・がんりいんちよう

　　６３０-８２６１・奈良県奈良市北市町・きたいちちよう

　　６３０-８２８５・奈良県奈良市北魚屋東町・きたうおやひがしまち

　　６３０-８２６３・奈良県奈良市北魚屋西町・きたうおやにしまち

　　６３０-８２９７・奈良県奈良市北川端町・きたかわはﾞたちよう

　　６３０-８３２２・奈良県奈良市北京終町・きたきようはﾞてちよう

　　６３０-８２５２・奈良県奈良市北小路町・きたこうじちよう

　　６３０-８０１１・奈良県奈良市北新町・きたしんまち

　　６３０-８４０５・奈良県奈良市北椿尾町・きたつはﾞおちよう

　　６３１-０００１・奈良県奈良市北登美ケ丘・きたとみがおか

　　６３０-８４４２・奈良県奈良市北永井町・きたながいちよう

　　６３０-８４５１・奈良県奈良市北之庄町・きたのしようちよう

　　６３０-８４５２・奈良県奈良市北之庄西町・きたのしようにしまち

　　６３０-１２３４・奈良県奈良市北野山町・きたのやまちよう

　　６３０-８２７５・奈良県奈良市北半田中町・きたはんだなかまち

　　６３０-８２７４・奈良県奈良市北半田東町・きたはんだひがしまち

　　６３０-８２７６・奈良県奈良市北半田西町・きたはんだにしまち

　　６３０-８２６２・奈良県奈良市北袋町・きたふくろちよう

　　６３０-８３５２・奈良県奈良市北風呂町・きたふろちよう

　　６３０-８２０４・奈良県奈良市北御門町・きたみかどちよう

　　６３０-８２３２・奈良県奈良市北向町・きたむきちよう

　　６３０-１１１３・奈良県奈良市北村町・きたむらちよう

　　６３０-８３６４・奈良県奈良市北室町・きたむろちよう

　　６３０-８３０６・奈良県奈良市紀寺町・きでらちよう

　　６３０-８３２３・奈良県奈良市京終地方東側町・きようはﾞてじかたひがしがわちよう

　　６３０-８３２４・奈良県奈良市京終地方西側町・きようはﾞてじかたにしがわちよう

　　６３０-２１７２・奈良県奈良市沓掛町・くつかけちよう

　　６３０-８３８２・奈良県奈良市公納堂町・くのうどうちよう

　　６３０-８４３１・奈良県奈良市窪之庄町・くほﾞのしようちよう

　　６３０-８１３６・奈良県奈良市恋の窪・こいのくほﾞ

　　６３０-８１３７・奈良県奈良市恋の窪東町・こいのくほﾞひがしまち

　　６３０-８１０３・奈良県奈良市興善院町・こうぜんいんちよう

　　６３０-８３７１・奈良県奈良市光明院町・こうみよういんちよう

　　６３０-８４０３・奈良県奈良市興隆寺町・こうりゆうじちよう

　　６３０-８４１２・奈良県奈良市虚空蔵町・こくぞうちよう

　　６３０-８３４８・奈良県奈良市小太郎町・こたろうまち

　　６３０-８２９６・奈良県奈良市後藤町・ごとうちよう

　　６３０-８４４１・奈良県奈良市神殿町・こどのちよう

　　６３０-８２２６・奈良県奈良市小西町・こにしちよう

　　６３０-２１７７・奈良県奈良市此瀬町・このせちよう

　　６３０-８０３３・奈良県奈良市五条・ごじよう

　　６３０-８０３２・奈良県奈良市五条町・ごじようちよう

　　６３０-８０３６・奈良県奈良市五条畑・ごじようはﾞた

　　６３０-８０３４・奈良県奈良市五条西・ ごじようにじ

　　６３０-８４５３・奈良県奈良市西九条町・さいくじようちよう

　　６３１-０８１８・奈良県奈良市西大寺赤田町・さいだいじあこだちよう

　　６３１-０８２３・奈良県奈良市西大寺国見町・さいだいじくにみちよう

　　６３１-０８２７・奈良県奈良市西大寺小坊町・さいだいじこほﾞうちよう

　　６３１-０８２２・奈良県奈良市西大寺栄町・さいだいじさかえまち

　　６３１-０８２５・奈良県奈良市西大寺芝町・さいだいじしはﾞまち

　　６３１-０８３４・奈良県奈良市西大寺新池町・さいだいじしんいけちよう

　　６３１-０８３２・奈良県奈良市西大寺新田町・さいだいじしんでんちよう

　　６３１-０８１５・奈良県奈良市西大寺新町・さいだいじしんまち

　　６３１-０８３５・奈良県奈良市西大寺高塚町・さいだいじたかつかちよう

　　６３１-０８３１・奈良県奈良市西大寺宝ケ丘・さいだいじたからがおか

　　６３１-０８３３・奈良県奈良市西大寺野神町・さいだいじのがみちよう

　　６３１-０８１６・奈良県奈良市西大寺本町・さいだいじほんまち

　　６３１-０８２１・奈良県奈良市西大寺東町・さいだいじひがしまち

　　６３１-０８２４・奈良県奈良市西大寺南町・さいだいじみなみまち

　　６３１-０８１７・奈良県奈良市西大寺北町・さいだいじきたまち

　　６３１-０８３６・奈良県奈良市西大寺竜王町・さいだいじりゆうおうちよう

　　６３１-０８２６・奈良県奈良市西大寺町・さいだいじちよう

　　６３０-８２５５・奈良県奈良市阪新屋町・さかのしんやちよう



　　６３０-１２４１・奈良県奈良市阪原町・さかはらちよう

　　６３０-１１０３・奈良県奈良市狭川東町・さがわひがしまち

　　６３０-１１０４・奈良県奈良市狭川両町・さがわりようちよう

　　６３０-８００３・奈良県奈良市佐紀町・さきちよう

　　６３１-０８０１・奈良県奈良市左京・さきよう

　　６３０-８１０５・奈良県奈良市佐保台・さほだい

　　６３０-８１０６・奈良県奈良市佐保台西町・さほだいにしまち

　　６３０-８０１３・奈良県奈良市三条大路・さんじようおおじ

　　６３０-８１２３・奈良県奈良市三条大宮町・さんじようおおみやちよう

　　６３０-８１２５・奈良県奈良市三条川西町・さんじようかわにしちよう

　　６３０-８１２６・奈良県奈良市三条栄町・さんじようさかえまち

　　６３０-８１２７・奈良県奈良市三条添川町・さんじようそえがわちよう

　　６３０-８１２４・奈良県奈良市三条桧町・さんじようひのきまち

　　６３０-８１２２・奈良県奈良市三条本町・さんじようほんまち

　　６３０-８１２１・奈良県奈良市三条宮前町・さんじようみやまえちよう

　　６３０-８２４４・奈良県奈良市三条町・さんじようちよう

　　６３１-００３１・奈良県奈良市敷島町・しきしまちよう

　　６３０-８０１４・奈良県奈良市四条大路・しじようおおじ

　　６３０-８０１５・奈良県奈良市四条大路南町・しじようおおじみなみまち

　　６３０-８０５３・奈良県奈良市七条・しちじよう

　　６３０-８０５１・奈良県奈良市七条町・しちじようちよう

　　６３０-８０５２・奈良県奈良市七条東町・しちじようひがしまち

　　６３０-８０５４・奈良県奈良市七条西町・しちじようにしまち

　　６３０-８３８５・奈良県奈良市芝突抜町・しはﾞつきぬけちよう

　　６３０-８１１４・奈良県奈良市芝辻町・しはﾞつじちよう

　　６３０-８３８４・奈良県奈良市芝新屋町・しはﾞのしんやちよう

　　６３０-８４３３・奈良県奈良市柴屋町・しはﾞやちよう

　　６３０-１１０２・奈良県奈良市下狭川町・しもさがわちよう

　　６３０-８２３６・奈良県奈良市下三条町・しもさんじようちよう

　　６３２-０１０１・奈良県奈良市下深川町・しもふかわちよう

　　６３０-８３６５・奈良県奈良市下御門町・しもみかどちよう

　　６３０-８２６５・奈良県奈良市宿院町・しゆくいんちよう

　　６３０-８３６３・奈良県奈良市勝南院町・しようなみちよう

　　６３０-８２５４・奈良県奈良市菖蒲池町・しようぶいけちよう

　　６３１-０００７・奈良県奈良市松陽台・しようようだい

　　６３０-８３１２・奈良県奈良市十輪院町・じゆうりいんちよう

　　６３０-８３１１・奈良県奈良市十輪院畑町・じゆうりいんはたちよう

　　６３１-０８０４・奈良県奈良市神功・じんぐう

　　６３０-８２０８・奈良県奈良市水門町・すいもんちよう

　　６３１-００４３・奈良県奈良市菅野台・すがのだい

　　６３１-０８４２・奈良県奈良市菅原町・すがはらちよう

　　６３１-０８４２・奈良県奈良市菅原東・ すがはらひがじ

　　６３０-１１１１・奈良県奈良市須川町・すがわちよう

　　６３１-０８０６・奈良県奈良市朱雀・すざく

　　６３０-２１７８・奈良県奈良市須山町・すやまちよう

　　６３０-８３５７・奈良県奈良市杉ケ町・するがまち

　　６３０-２１７１・奈良県奈良市誓多林町・せたりんちよう

　　６３０-８２１１・奈良県奈良市雑司町・ぞうしちよう

　　６３０-１１２１・奈良県奈良市園田町・そのだちよう

　　６３０-２１５２・奈良県奈良市杣ノ川町・そまのかわちよう

　　６３０-８１３３・奈良県奈良市大安寺・だいあんじ

　　６３０-８１３５・奈良県奈良市大安寺西・ だいあんじにじ

　　６３０-８１３４・奈良県奈良市大安寺町・だいあんじちよう

　　６３０-１２４５・奈良県奈良市大慈仙町・だいじせんちよう

　　６３０-８３０１・奈良県奈良市高畑町・たかはﾞたけちよう

　　６３０-８４１１・奈良県奈良市高樋町・たかひちよう

　　６３０-８２３８・奈良県奈良市高天市町・たかまいちちよう

　　６３０-８２４１・奈良県奈良市高天町・たかまちよう

　　６３０-８３３６・奈良県奈良市高御門町・たかみかどちよう

　　６３０-８４３２・奈良県奈良市田中町・たなかちよう

　　６３０-８１１２・奈良県奈良市多門町・たもんちよう

　　６３０-８２１８・奈良県奈良市樽井町・たるいちよう

　　６３０-２１６７・奈良県奈良市田原春日野町・たわらかすがのちよう

　　６３０-８３９２・奈良県奈良市中院町・ちゆういんちよう

　　６３１-００４５・奈良県奈良市千代ケ丘・ちよがおか

　　６３０-２３０１・奈良県奈良市月ヶ瀬石打・つきがせいしうち

　　６３０-２３０２・奈良県奈良市月ヶ瀬尾山・つきがせおやま

　　６３０-２３０４・奈良県奈良市月ヶ瀬嵩・つきがせだけ

　　６３０-２３０５・奈良県奈良市月ヶ瀬月瀬・つきがせつきせ

　　６３０-２３０３・奈良県奈良市月ヶ瀬長引・つきがせながひき



　　６３０-２３０６・奈良県奈良市月ヶ瀬桃香野・つきがせももがの

　　６３２-０２４３・奈良県奈良市都祁小山戸町・つげおやまとちよう

　　６３２-０２４７・奈良県奈良市都祁甲岡町・つげこうかちよう

　　６３２-０２３２・奈良県奈良市都祁こぶしが丘・つげこぶしがおか

　　６３２-０２２１・奈良県奈良市都祁白石町・つげしらいしちよう

　　６３２-０２４２・奈良県奈良市都祁相河町・つげそうごちよう

　　６３２-０２４６・奈良県奈良市都祁友田町・つげともだちよう

　　６３２-０１１３・奈良県奈良市都祁馬場町・つげはﾞはﾞちよう

　　６３２-０２３１・奈良県奈良市都祁吐山町・つげはやまちよう

　　６３２-０２４１・奈良県奈良市都祁南之庄町・つげみなみのしようちよう

　　６３０-８３１６・奈良県奈良市築地之内町・つじのうちちよう

　　６３０-８２２３・奈良県奈良市角振新屋町・つのふりしんやちよう

　　６３０-８２２４・奈良県奈良市角振町・つのふりちよう

　　６３０-８３４３・奈良県奈良市椿井町・つはﾞいちよう

　　６３０-８３９３・奈良県奈良市鶴福院町・つるふくいんちよう

　　６３１-００２１・奈良県奈良市鶴舞東町・つるまいひがしまち

　　６３１-００２２・奈良県奈良市鶴舞西町・つるまいにしまち

　　６３０-８２０６・奈良県奈良市手貝町・てがいちよう

　　６３１-００６２・奈良県奈良市帝塚山・てつﾞかやま

　　６３１-００６３・奈良県奈良市帝塚山中町・てつﾞかやまなかまち

　　６３１-００６６・奈良県奈良市帝塚山西・ てつﾞかやまにじ

　　６３１-００６４・奈良県奈良市帝塚山南・てつﾞかやまみなみ

　　６３０-８４２３・奈良県奈良市出屋敷町・でやしきちよう

　　６３０-８２３４・奈良県奈良市寺町・てらまち

　　６３０-８１４４・奈良県奈良市東九条町・とうくじようちよう

　　６３１-００５１・奈良県奈良市富雄泉ケ丘・とみおいずみがおか

　　６３１-００７７・奈良県奈良市富雄川西・ とみおかわにじ

　　６３１-００７８・奈良県奈良市富雄元町・とみおもとまち

　　６３１-００７６・奈良県奈良市富雄北・とみおきた

　　６３１-０００４・奈良県奈良市登美ケ丘・とみがおか

　　６３１-００６５・奈良県奈良市鳥見町・とりみちよう

　　６３０-８２３７・奈良県奈良市中筋町・なかすじちよう

　　６３０-８３１５・奈良県奈良市中辻町・なかつじちよう

　　６３０-２１６２・奈良県奈良市中貫町・なかつﾞらちよう

　　６３１-０００３・奈良県奈良市中登美ケ丘・なかとみがおか

　　６３０-１１２４・奈良県奈良市中ノ川町（１０６～３０５）・なかのかわちよう

　　６３０-１１２４・奈良県奈良市中ノ川町（４０５－３）・なかのかわちよう

　　６３０-１１２４・奈良県奈良市中ノ川町（６３８）・なかのかわちよう

　　６３０-８２０１・奈良県奈良市中ノ川町（その他）・なかのかわちよう(そのた)

　　６３０-２１６３・奈良県奈良市中之庄町・なかのしようちよう

　　６３０-８３３３・奈良県奈良市中新屋町・なかのしんやちよう

　　６３０-８４０１・奈良県奈良市中畑町・なかはたちよう

　　６３０-８０３７・奈良県奈良市中町（５１１５～５１４９)・なかまち

　　６３０-８０３７・奈良県奈良市中町（５１７１)・なかまち

　　６３０-８０３７・奈良県奈良市中町（５１８３)・なかまち

　　６３０-８０３７・奈良県奈良市中町（５１８６)・なかまち

　　６３０-８０３７・奈良県奈良市中町（５１９２～５１９６)・なかまち

　　６３０-８０３７・奈良県奈良市中町（５１９８～５２１２)・なかまち

　　６３０-８０３７・奈良県奈良市中町（５２２７～５２２９)・なかまち

　　６３０-８０３７・奈良県奈良市中町（５２３９～５２５７)・なかまち

　　６３０-８０３７・奈良県奈良市中町（５２６３)・なかまち

　　６３０-８０３７・奈良県奈良市中町（５２６９～５２７１)・なかまち

　　６３０-８０３７・奈良県奈良市中町（５２７５)・なかまち

　　６３０-８０３７・奈良県奈良市中町（５２７６－４)・なかまち

　　６３０-８０３７・奈良県奈良市中町（５２７６－５)・なかまち

　　６３０-８０３７・奈良県奈良市中町（５２７７～５２８０)・なかまち

　　６３０-８０３７・奈良県奈良市中町（５２８４～５３１２)・なかまち

　　６３０-８０３７・奈良県奈良市中町（５２７６－４)・なかまち

　　６３０-８０３７・奈良県奈良市中町（５２７６－５)・なかまち

　　６３０-８０３７・奈良県奈良市中町（５２７７～５２８０)・なかまち

　　６３０-８０３７・奈良県奈良市中町（５２８４～５３１２)・なかまち

　　６３０-８０３７・奈良県奈良市中町（５３１４)・なかまち

　　６３０-８０３７・奈良県奈良市中町（５３１６～５３２７)・なかまち

　　６３０-８０３７・奈良県奈良市中町（５３４６)・なかまち

　　６３０-８０３７・奈良県奈良市中町（５３４９)・なかまち

　　６３０-８０３７・奈良県奈良市中町（５３５１～５３５２)・なかまち

　　６３０-８０３７・奈良県奈良市中町（５３５５～５３６２)・なかまち

　　６３０-８０３７・奈良県奈良市中町（５３６４～５４２４)・なかまち

　　６３０-８０３７・奈良県奈良市中町（５４２６)・なかまち

　　６３０-８０３７・奈良県奈良市中町（５４２９～５４３０)・なかまち



　　６３０-８０３７・奈良県奈良市中町（５４４５)・なかまち

　　６３０-８０３７・奈良県奈良市中町（５４５５)・なかまち

　　６３０-８０３７・奈良県奈良市中町（５４６１)・なかまち

　　６３０-８０３７・奈良県奈良市中町（５４６３）・なかまち

　　６３０-８０３７・奈良県奈良市中町（５４７０）・なかまち

　　６３０-８０３７・奈良県奈良市中町（５４７２）・なかまち

　　６３０-８０３７・奈良県奈良市中町（５４７５）・なかまち

　　６３０-８０３７・奈良県奈良市中町（５４８２～５５２９）・なかまち

　　６３１-００５２・奈良県奈良市中町（その他）・なかまち(そのた)

　　６３０-８２９２・奈良県奈良市中御門町・なかみかどちよう

　　６３１-００１２・奈良県奈良市中山町・なかやまちよう

　　６３１-００１３・奈良県奈良市中山町西・ なかやまちようにじ

　　６３０-２１６５・奈良県奈良市長谷町・ながたにちよう

　　６３０-８２５３・奈良県奈良市内侍原町・なしはらちよう

　　６３０-８２６４・奈良県奈良市鍋屋町・なべやちよう

　　６３０-８１０７・奈良県奈良市奈保町・なほちよう

　　６３０-８１０４・奈良県奈良市奈良阪町・ならざかちよう

　　６３０-８３３５・奈良県奈良市鳴川町・なるかわちよう

　　６３０-８２８７・奈良県奈良市西包永町・にしかねながちよう

　　６３０-８３２５・奈良県奈良市西木辻町・にしきつじちよう

　　６３０-８３０７・奈良県奈良市西紀寺町・にしきでらちよう

　　６３０-１１０５・奈良県奈良市西狭川町・にしさがわちよう

　　６３０-８２９１・奈良県奈良市西笹鉾町・にしささほﾞこちよう

　　６３０-８２５１・奈良県奈良市西新在家号所町・にししんざいけごうしよちよう

　　６３０-８２４８・奈良県奈良市西新在家町・にししんざいけちよう

　　６３０-８３４５・奈良県奈良市西城戸町・にしじようどちよう

　　６３１-００４６・奈良県奈良市西千代ケ丘・にしちよがおか

　　６３０-８３７２・奈良県奈良市西寺林町・にしてらはﾞやしちよう

　　６３１-０００６・奈良県奈良市西登美ケ丘・にしとみがおか

　　６３０-８０４２・奈良県奈良市西ノ京町・にしのきようちよう

　　６３０-８２４５・奈良県奈良市西之阪町・にしのさかちよう

　　６３０-８３３４・奈良県奈良市西新屋町・にしのしんやちよう

　　６３０-８２２５・奈良県奈良市西御門町・にしみかどちよう

　　６３０-８０１２・奈良県奈良市二条大路南・にじようおおじみなみ

　　６３０-８００２・奈良県奈良市二条町・にじようちよう

　　６３１-００７２・奈良県奈良市二名・にみよう

　　６３１-００７３・奈良県奈良市二名東町・にみようひがしまち

　　６３１-００７１・奈良県奈良市二名平野・にみようひらの

　　６３１-０００８・奈良県奈良市二名町・にみようちよう

　　６３０-１２３５・奈良県奈良市丹生町・にゆうちよう

　　６３０-１２４４・奈良県奈良市忍辱山町・にんにくせんちよう

　　６３０-８３１８・奈良県奈良市納院町・のういんちよう

　　６３０-８２１３・奈良県奈良市登大路町・のほﾞりおおじちよう

　　６３０-８２１７・奈良県奈良市橋本町・はしもとちよう

　　６３０-８２５７・奈良県奈良市畑中町・はたけなかちよう

　　６３０-８１４５・奈良県奈良市八条・はちじよう

　　６３０-８１４６・奈良県奈良市八条町・はちじようちよう

　　６３０-８４１４・奈良県奈良市鉢伏町・はちぶせちよう

　　６３０-８２６６・奈良県奈良市花芝町・はなしはﾞちよう

　　６３０-８３２８・奈良県奈良市花園町・はなぞのちよう

　　６３０-８３５４・奈良県奈良市馬場町・はﾞはﾞちよう

　　６３０-８２２７・奈良県奈良市林小路町・はやしこうじちよう

　　６３２-０１１２・奈良県奈良市針ケ別所町・はりがべつしよちよう

　　６３２-０２５１・奈良県奈良市針町・はりちよう

　　６３０-８２９５・奈良県奈良市半田突抜町・はんだつきぬけちよう

　　６３０-８１１１・奈良県奈良市半田開町・はんだびらきちよう

　　６３０-８２８４・奈良県奈良市半田横町・はんだよこまち

　　６３０-８１０２・奈良県奈良市般若寺町・はんにやじちよう

　　６３０-２１７３・奈良県奈良市日笠町・ひがさちよう

　　６３０-８２８６・奈良県奈良市東包永町・ひがしかねながちよう

　　６３０-８３２７・奈良県奈良市東木辻町・ひがしきつじちよう

　　６３０-８３０５・奈良県奈良市東紀寺町・ひがしきでらちよう

　　６３０-８２８８・奈良県奈良市東笹鉾町・ひがしささほﾞこちよう

　　６３０-８２７２・奈良県奈良市東新在家町・ひがししんざいけちよう

　　６３０-８３４４・奈良県奈良市東城戸町・ひがしじようどちよう

　　６３０-８３６２・奈良県奈良市東寺林町・ひがしてらはﾞやしちよう

　　６３１-０００２・奈良県奈良市東登美ケ丘・ひがしとみがおか

　　６３０-１１２５・奈良県奈良市東鳴川町・ひがしなるかわちよう

　　６３０-８２０３・奈良県奈良市東之阪町・ひがしのさかちよう

　　６３０-８２１５・奈良県奈良市東向中町・ひがしむきなかまち



　　６３０-８２１６・奈良県奈良市東向南町・ひがしむきみなみまち

　　６３０-８２１４・奈良県奈良市東向北町・ひがしむききたまち

　　６３１-０８４３・奈良県奈良市疋田町・ひきだちよう

　　６３０-８３８３・奈良県奈良市毘沙門町・びしやもんちよう

　　６３０-８３０２・奈良県奈良市白毫寺町・びやくごうじちよう

　　６３１-００２４・奈良県奈良市百楽園・ひやくらくえん

　　６３０-１１２２・奈良県奈良市平清水町・ひらしみずちよう

　　６３１-０８４６・奈良県奈良市平松・ひらまつ

　　６３０-１１０１・奈良県奈良市広岡町・ひろおかちよう

　　６３０-８３８１・奈良県奈良市福智院町・ふくちいんちよう

　　６３０-８３９４・奈良県奈良市不審ヶ辻子町・ふしがつﾞしちよう

　　６３１-００４４・奈良県奈良市藤ノ木台・ふじのきだい

　　６３０-８４２１・奈良県奈良市藤原町・ふじわらちよう

　　６３０-８２５８・奈良県奈良市船橋町・ふなはしちよう

　　６３０-８４２４・奈良県奈良市古市町・ふるいちちよう

　　６３０-１１２３・奈良県奈良市生琉里町・ふるさとちよう

　　６３０-２１５３・奈良県奈良市別所町・べつしよちよう

　　６３０-１１２６・奈良県奈良市法用町・ほうようちよう

　　６３１-０８４５・奈良県奈良市宝来・ほうらい

　　６３１-０８４４・奈良県奈良市宝来町・ほうらいちよう

　　６３０-８１０８・奈良県奈良市法蓮佐保山・ほうれんさほやま

　　６３０-８１１３・奈良県奈良市法蓮町・ほうれんちよう

　　６３０-８００１・奈良県奈良市法華寺町・ほつけじちよう

　　６３０-８２３１・奈良県奈良市本子守町・ほんこもりちよう

　　６３０-８２７１・奈良県奈良市坊屋敷町・ほﾞうやしきちよう

　　６３０-２１６８・奈良県奈良市菩提山町（１７３～２５７番地「鉢伏峠」）・(はちぶせとうげ>)

　　６３０-８４１３・奈良県奈良市菩提山町（その他）・ほﾞだいせんちよう(そのた)

　　６３０-８４０２・奈良県奈良市米谷町・まいたにちよう

　　６３０-８２６８・奈良県奈良市大豆山町・まめやまちよう

　　６３０-８２６７・奈良県奈良市大豆山突抜町・まめやまつきぬけちよう

　　６３１-００５６・奈良県奈良市丸山・まるやま

　　６３１-０８０３・奈良県奈良市山陵町・みささぎちよう

　　６３１-００６１・奈良県奈良市三碓・みつがらす

　　６３１-００６１・奈良県奈良市三碓町・みつがらすちよう

　　６３０-８３３１・奈良県奈良市三棟町・みつむねちよう

　　６３０-８３７３・奈良県奈良市南市町・みなみいちちよう

　　６３０-８３５５・奈良県奈良市南魚屋町・みなみうおやちよう

　　６３０-８３０４・奈良県奈良市南肘塚町・みなみかいのつﾞかちよう

　　６３０-８３０３・奈良県奈良市南紀寺町・みなみきでらちよう

　　６３０-８１４１・奈良県奈良市南京終町・みなみきようはﾞてちよう

　　６３０-１１１２・奈良県奈良市南庄町・みなみしようちよう

　　６３０-８３５６・奈良県奈良市南新町（１～３２)・みなみしんまち(１-３２)

　　６３０-８０１６・奈良県奈良市南新町（５２～２１２)・みなみしんちよう(５２-２１２)

　　６３０-８３４１・奈良県奈良市南城戸町・みなみじようどちよう

　　６３０-２１６４・奈良県奈良市南田原町・みなみたわらちよう

　　６３０-８４０４・奈良県奈良市南椿尾町・みなみつはﾞおちよう

　　６３１-００２３・奈良県奈良市南登美ケ丘・みなみとみがおか

　　６３０-８３４７・奈良県奈良市南中町・みなみなかまち

　　６３０-８４４３・奈良県奈良市南永井町・みなみながいちよう

　　６３０-８２８１・奈良県奈良市南半田中町・みなみはんだなかまち

　　６３０-８２７７・奈良県奈良市南半田東町・みなみはんだひがしまち

　　６３０-８２８２・奈良県奈良市南半田西町・みなみはんだにしまち

　　６３０-８３４２・奈良県奈良市南袋町・みなみふくろちよう

　　６３０-８３５１・奈良県奈良市南風呂町・みなみふろちよう

　　６３０-２１５１・奈良県奈良市水間町・みまちよう

　　６３１-００７４・奈良県奈良市三松・みまつ

　　６３１-００７５・奈良県奈良市三松ケ丘・みまつがおか

　　６３０-２１７５・奈良県奈良市茗荷町・みようがちよう

　　６３０-８２２２・奈良県奈良市餅飯殿町・もちいどのちよう

　　６３０-１２３１・奈良県奈良市柳生下町・やぎゆうしもちよう

　　６３０-１２３７・奈良県奈良市柳生町・やぎゆうちよう

　　６３０-８３２１・奈良県奈良市薬師堂町・やくしどうちよう

　　６３０-８４３５・奈良県奈良市八島町・やしまちよう

　　６３０-２１６６・奈良県奈良市矢田原町・やだわらちよう

　　６３０-８３５３・奈良県奈良市柳町・やなぎまち

　　６３０-８４３４・奈良県奈良市山町・やまちよう

　　６３０-８２８３・奈良県奈良市油留木町・ゆるぎちよう

　　６３０-８４２２・奈良県奈良市横井・よこい

　　６３０-８４２２・奈良県奈良市横井町・よこいちよう

　　６３０-２１７４・奈良県奈良市横田町・よこたちよう



　　６３１-０８２８・奈良県奈良市横領町・よこりようちよう

　　６３２-０２４４・奈良県奈良市来迎寺町・らいこうじちよう

　　６３０-８０４３・奈良県奈良市六条・ろくじよう

　　６３０-８０４５・奈良県奈良市六条緑町・ろくじようみどりまち

　　６３０-８０４４・奈良県奈良市六条西・ ろくじようにじ

　　６３０-８０４１・奈良県奈良市六条町・ろくじようちよう

　　６３０-８４２５・奈良県奈良市鹿野園町・ろくやおんちよう

　　６３１-０８３７・奈良県奈良市若葉台・わかはﾞだい

　　６３０-８３３７・奈良県奈良市脇戸町・わきどちよう

　　６３０-２１７６・奈良県奈良市和田町・わだちよう

　　６３５-００００・奈良県大和高田市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６３５-００５３・奈良県大和高田市秋吉・ あきよじ

　　６３５-００１２・奈良県大和高田市曙町・あけほﾞのちよう

　　６３５-００３５・奈良県大和高田市旭南町・あさひみなみちよう

　　６３５-００３６・奈良県大和高田市旭北町・あさひきたちよう

　　６３５-００７２・奈良県大和高田市有井・ありい

　　６３５-００２１・奈良県大和高田市池尻・いけじり

　　６３５-００７７・奈良県大和高田市池田・いけだ

　　６３５-００９３・奈良県大和高田市礒野・いその

　　６３５-００６３・奈良県大和高田市礒野新町・いそのしんまち

　　６３５-００６１・奈良県大和高田市礒野東町・いそのひがしちよう

　　６３５-００６２・奈良県大和高田市礒野南町・いそのみなみまち

　　６３５-００９４・奈良県大和高田市礒野北町・いそのきたちよう

　　６３５-００９３・奈良県大和高田市礒野町・いそのちよう

　　６３５-００７４・奈良県大和高田市市場・いちはﾞ

　　６３５-００４３・奈良県大和高田市出・いで

　　６３５-００３１・奈良県大和高田市今里・いまざと

　　６３５-００３２・奈良県大和高田市今里川合方・いまざとかわいほう

　　６３５-００３１・奈良県大和高田市今里町・いまざとちよう

　　６３５-００８７・奈良県大和高田市内本町・うちほんまち

　　６３５-００８３・奈良県大和高田市永和町・えいわちよう

　　６３５-００７６・奈良県大和高田市大谷・おおたに

　　６３５-００９５・奈良県大和高田市大中・おおなか

　　６３５-００９１・奈良県大和高田市大中東町・おおなかひがしちよう

　　６３５-００９２・奈良県大和高田市大中南町・おおなかみなみちよう

　　６３５-００１６・奈良県大和高田市大東町・おおひがしちよう

　　６３５-００７３・奈良県大和高田市岡崎・おかざき

　　６３５-００５２・奈良県大和高田市奥田・おくだ

　　６３５-００４２・奈良県大和高田市勝目・かじめ

　　６３５-００６７・奈良県大和高田市春日町・かすがちよう

　　６３５-００８５・奈良県大和高田市片塩町・かたしおちよう

　　６３５-００５６・奈良県大和高田市甘田町・かんだちよう

　　６３５-００８４・奈良県大和高田市北片塩町・きたかたしおちよう

　　６３５-００９７・奈良県大和高田市北本町・きたほんまち

　　６３５-００４４・奈良県大和高田市蔵之宮町・くらのみやちよう

　　６３５-００１１・奈良県大和高田市材木町・ざいもくちよう

　　６３５-００１５・奈良県大和高田市幸町・さいわいちよう

　　６３５-００６４・奈良県大和高田市栄町・さかえまち

　　６３５-００１４・奈良県大和高田市三和町・さんわちよう

　　６３５-００１７・奈良県大和高田市東雲町・しののめちよう

　　６３５-００１３・奈良県大和高田市昭和町・しようわちよう

　　６３５-００２５・奈良県大和高田市神楽（丁目）・じんらく

　　６３５-００２６・奈良県大和高田市神楽（)・じんらく

　　６３５-００５５・奈良県大和高田市曽大根（丁目）・そおね

　　６３５-００５４・奈良県大和高田市曽大根（)・そおね

　　６３５-００４１・奈良県大和高田市田井・たい

　　６３５-００４７・奈良県大和高田市田井新町・たいしんまち

　　６３５-００８１・奈良県大和高田市高砂町・たかさごちよう

　　６３５-００２２・奈良県大和高田市高田・たかだ

　　６３５-００７１・奈良県大和高田市築山・つきやま

　　６３５-０００２・奈良県大和高田市土庫（丁目）・どんご

　　６３５-０００３・奈良県大和高田市土庫（)・どんご

　　６３５-００３７・奈良県大和高田市中今里町・なかいまざとちよう

　　６３５-００４５・奈良県大和高田市中三倉堂・なかみくらどう

　　６３５-００５７・奈良県大和高田市南陽町・なんようちよう

　　６３５-００５８・奈良県大和高田市西坊城・にしほﾞうじよう

　　６３５-００９６・奈良県大和高田市西町・にしまち

　　６３５-００４６・奈良県大和高田市西三倉堂・にしみくらどう

　　６３５-００５１・奈良県大和高田市根成柿・ねなりがき

　　６３５-００７５・奈良県大和高田市野口・のぐち



　　６３５-００６５・奈良県大和高田市東中（丁目）・ひがしなか

　　６３５-００６６・奈良県大和高田市東中（)・ひがしなか

　　６３５-００３４・奈良県大和高田市東三倉堂町・ひがしみくらどうちよう

　　６３５-００２２・奈良県大和高田市日之出町・ひのでちよう

　　６３５-００２３・奈良県大和高田市日之出東本町・ひのでひがしほんまち

　　６３５-００２４・奈良県大和高田市日之出西本町・ひのでにしほんまち

　　６３５-０００４・奈良県大和高田市藤森・ふじのもり

　　６３５-００８２・奈良県大和高田市本郷町・ほんごうちよう

　　６３５-０００１・奈良県大和高田市松塚・まつつﾞか

　　６３５-００３３・奈良県大和高田市南今里町・みなみいまざとちよう

　　６３５-００８６・奈良県大和高田市南本町・みなみほんまち

　　６３５-００５９・奈良県大和高田市吉井・よしい

　　６３９-１１００・奈良県大和郡山市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６３９-１０１３・奈良県大和郡山市朝日町・あさひちよう

　　６３９-１０３２・奈良県大和郡山市池沢町・いけざわちよう

　　６３９-１０２７・奈良県大和郡山市池之内町・いけのうちちよう

　　６３９-１１１１・奈良県大和郡山市石川町・いしかわちよう

　　６３９-１１１６・奈良県大和郡山市伊豆七条町・いずしちじようちよう

　　６３９-１０５６・奈良県大和郡山市泉原町・いずみはらちよう

　　６３９-１１１３・奈良県大和郡山市櫟枝町・いちえだちよう

　　６３９-１１０４・奈良県大和郡山市井戸野町・いどのちよう

　　６３９-１１５８・奈良県大和郡山市藺町・いのまち

　　６３９-１１５５・奈良県大和郡山市今井町・いまいまち

　　６３９-１０３１・奈良県大和郡山市今国府町・いまごうちよう

　　６３９-１００５・奈良県大和郡山市植槻町・うえつきちよう

　　６３９-１１６８・奈良県大和郡山市魚町・うおまち

　　６３９-１０１９・奈良県大和郡山市永慶寺町・えいけいじちよう

　　６３９-１１０６・奈良県大和郡山市大江町・おおえちよう

　　６３９-１１３８・奈良県大和郡山市大宮町・おおみやちよう

　　６３９-１０３４・奈良県大和郡山市柏木町・かしわぎちよう

　　６３９-１１０２・奈良県大和郡山市上三橋町・かみみつはしちよう

　　６３９-１０１８・奈良県大和郡山市冠山町・かんざんちよう

　　６３９-１１６１・奈良県大和郡山市観音寺町・かんのんじちよう

　　６３９-１１６５・奈良県大和郡山市北鍛冶町・きたかじまち

　　６３９-１１６０・奈良県大和郡山市北郡山町・きたこおりやまちよう

　　６３９-１１４６・奈良県大和郡山市北大工町・きただいくまち

　　６３９-１０２５・奈良県大和郡山市北西町・きたにしちよう

　　６３９-１００１・奈良県大和郡山市九条町・くじようちよう

　　６３９-１００２・奈良県大和郡山市九条平野町・くじようひらのちよう

　　６３９-１１４７・奈良県大和郡山市車町・くるままち

　　６３９-１０４２・奈良県大和郡山市小泉町・こいずみちよう

　　６３９-１０４４・奈良県大和郡山市小泉町東・ こいずみちようひがじ

　　６３９-１０２６・奈良県大和郡山市小林町・こはﾞやしちよう

　　６３９-１０４５・奈良県大和郡山市小林町西・ こはﾞやしちようにじ

　　６３９-１０２３・奈良県大和郡山市小南町・こみなみちよう

　　６３９-１１４８・奈良県大和郡山市紺屋町・こんやまち

　　６３９-１１５６・奈良県大和郡山市堺町・さかいちよう

　　６３９-１１４１・奈良県大和郡山市材木町・ざいもくまち

　　６３９-１１５０・奈良県大和郡山市雑穀町・ざこくまち

　　６３９-１１６９・奈良県大和郡山市塩町・しおまち

　　６３９-１０３９・奈良県大和郡山市椎木町・しぎちよう

　　６３９-１１０１・奈良県大和郡山市下三橋町・しもみつはしちよう

　　６３９-１０５１・奈良県大和郡山市城町・じようちよう

　　６３９-１０１１・奈良県大和郡山市城内町・じようないちよう

　　６３９-１０１６・奈良県大和郡山市城南町・じようなんちよう

　　６３９-１００４・奈良県大和郡山市城北町・じようほくちよう

　　６３９-１０３３・奈良県大和郡山市昭和町・しようわちよう

　　６３９-１１１２・奈良県大和郡山市白土町・しらつちちよう

　　６３９-１００８・奈良県大和郡山市城の台町・しろのだいちよう

　　６３９-１０１２・奈良県大和郡山市城見町・しろみちよう

　　６３９-１１４３・奈良県大和郡山市新紺屋町・しんこんやまち

　　６３９-１１１４・奈良県大和郡山市新庄町・しんじようちよう

　　６３９-１１５７・奈良県大和郡山市新中町・しんなかまち

　　６３９-１０５４・奈良県大和郡山市新町・しんまち

　　６３９-１１２１・奈良県大和郡山市杉町・すぎちよう

　　６３９-１０５３・奈良県大和郡山市千日町・せんにちちよう

　　６３９-１００３・奈良県大和郡山市代官町・だいかんちよう

　　６３９-１１３３・奈良県大和郡山市高田口町・たかだぐちちよう

　　６３９-１１３２・奈良県大和郡山市高田町・たかだちよう

　　６３９-１０２８・奈良県大和郡山市田中町・たなかちよう



　　６３９-１１２２・奈良県大和郡山市丹後庄町・たんごのしようちよう

　　６３９-１１５２・奈良県大和郡山市茶町・ちやまち

　　６３９-１１２７・奈良県大和郡山市長安寺町・ちようあんじちよう

　　６３９-１１２３・奈良県大和郡山市筒井町・つついちよう

　　６３９-１１３５・奈良県大和郡山市天井町・てんじようちよう

　　６３９-１００６・奈良県大和郡山市天理町・てんりちよう

　　６３９-１１４４・奈良県大和郡山市洞泉寺町・とうせんじちよう

　　６３９-１１４９・奈良県大和郡山市豆腐町・とうふまち

　　６３９-１０５２・奈良県大和郡山市外川町・とがわちよう

　　６３９-１０２２・奈良県大和郡山市豊浦町・とようらちよう

　　６３９-１１６６・奈良県大和郡山市中鍛冶町・なかかじまち

　　６３９-１１１８・奈良県大和郡山市中城町・なかじようちよう

　　６３９-１１５９・奈良県大和郡山市奈良町・ならまち

　　６３９-１０２１・奈良県大和郡山市新木町・にきちよう

　　６３９-１０１４・奈良県大和郡山市西岡町・にしおかちよう

　　６３９-１１６４・奈良県大和郡山市西観音寺町・にしかんのんじちよう

　　６３９-１０４３・奈良県大和郡山市西田中町・にしたなかちよう

　　６３９-１１６３・奈良県大和郡山市西奈良口町・にしならぐちちよう

　　６３９-１１５３・奈良県大和郡山市西野垣内町・にしのがいとちよう

　　６３９-１０３８・奈良県大和郡山市西町・にしまち

　　６３９-１０３６・奈良県大和郡山市額田部寺町・ぬかたべてらまち

　　６３９-１０３５・奈良県大和郡山市額田部南町・ぬかたべみなみちよう

　　６３９-１０３７・奈良県大和郡山市額田部北町・ぬかたべきたまち

　　６３９-１１３１・奈良県大和郡山市野垣内町・のがいとちよう

　　６３９-１１２５・奈良県大和郡山市八条町・はちじようちよう

　　６３９-１１１９・奈良県大和郡山市発志院町・はつしいんちよう

　　６３９-１１０５・奈良県大和郡山市番匠田中町・はﾞんじようたなかちよう

　　６３９-１１１７・奈良県大和郡山市番条町・はﾞんじようちよう

　　６３９-１１０８・奈良県大和郡山市稗田町・ひえだちよう

　　６３９-１１３７・奈良県大和郡山市東岡町・ひがしおかちよう

　　６３９-１１６２・奈良県大和郡山市東奈良口町・ひがしならぐちちよう

　　６３９-１０１７・奈良県大和郡山市藤原町・ふじわらちよう

　　６３９-１１３６・奈良県大和郡山市本庄町・ほんじようちよう

　　６３９-１１５１・奈良県大和郡山市本町・ほんまち

　　６３９-１１２４・奈良県大和郡山市馬司町・まつかさちよう

　　６３９-１０４１・奈良県大和郡山市満願寺町・まんがんじちよう

　　６３９-１０２４・奈良県大和郡山市南井町・みなみいちよう

　　６３９-１１６７・奈良県大和郡山市南鍛冶町・みなみかじまち

　　６３９-１００７・奈良県大和郡山市南郡山町・みなみこおりやまちよう

　　６３９-１１４５・奈良県大和郡山市南大工町・みなみだいくまち

　　６３９-１１０３・奈良県大和郡山市美濃庄町・みのしようちよう

　　６３９-１０１５・奈良県大和郡山市箕山町・みのやまちよう

　　６３９-１１２６・奈良県大和郡山市宮堂町・みやどうちよう

　　６３９-１０５８・奈良県大和郡山市矢田町・やたちよう

　　６３９-１１４２・奈良県大和郡山市矢田町通・やたまちどおり

　　６３９-１０５５・奈良県大和郡山市矢田山町・やたやまちよう

　　６３９-１１３４・奈良県大和郡山市柳（町）・やなぎ(まち)

　　６３９-１０５７・奈良県大和郡山市山田町・やまだちよう

　　６３９-１１１５・奈良県大和郡山市横田町・よこたちよう

　　６３９-１１０７・奈良県大和郡山市若槻町・わかつきちよう

　　６３９-１１５４・奈良県大和郡山市綿町・わたまち

　　６３２-００００・奈良県天理市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６３２-００６８・奈良県天理市合場町・あいはﾞちよう

　　６３２-００８２・奈良県天理市荒蒔町・あらまきちよう

　　６３２-００１１・奈良県天理市石上町・いそのかみちよう

　　６３２-０００４・奈良県天理市櫟本町・いちのもとちよう

　　６３２-００８３・奈良県天理市稲葉町・いなはﾞちよう

　　６３２-００７６・奈良県天理市岩室町・いわむろちよう

　　６３２-０００３・奈良県天理市岩屋町・いわやちよう

　　６３２-００３１・奈良県天理市内馬場町・うちはﾞはﾞちよう

　　６３２-００８６・奈良県天理市庵治町・おうじちよう

　　６３２-００４７・奈良県天理市乙木町・おとぎちよう

　　６３２-００６４・奈良県天理市海知町・かいちちよう

　　６３２-００８４・奈良県天理市嘉幡町・かはﾞたちよう

　　６３２-００２４・奈良県天理市上仁興町・かみにごうちよう

　　６３２-００４２・奈良県天理市萱生町・かようちよう

　　６３２-００１６・奈良県天理市川原城町・かわはらじようちよう

　　６３２-００９１・奈良県天理市上総町・かんさちよう

　　６３２-００５６・奈良県天理市岸田町・きしだちよう

　　６３２-００９５・奈良県天理市喜殿町・きどのちよう



　　６３２-００６９・奈良県天理市九条町・くじようちよう

　　６３２-０００６・奈良県天理市蔵之庄町・くらのしようちよう

　　６３２-００３６・奈良県天理市御経野町・ごきようのちよう

　　６３２-００８５・奈良県天理市小島町・こじまちよう

　　６３２-００９２・奈良県天理市小田中町・こだなかちよう

　　６３２-００９３・奈良県天理市指柳町・さしやなぎちよう

　　６３２-００４３・奈良県天理市佐保庄町・さほのしようちよう

　　６３２-００４６・奈良県天理市三昧田町・さんまいでんちよう

　　６３２-００５３・奈良県天理市渋谷町・しぶたにちよう

　　６３２-００２３・奈良県天理市下仁興町・しもにごうちよう

　　６３２-００５８・奈良県天理市成願寺町・じようがんじちよう

　　６３２-００９６・奈良県天理市小路町・しようじちよう

　　６３２-００７８・奈良県天理市杉本町・すぎもとちよう

　　６３２-００９４・奈良県天理市前栽町・せんざいちよう

　　６３２-００４８・奈良県天理市園原町・そのはらちよう

　　６３２-００３２・奈良県天理市杣之内町・そまのうちちよう

　　６３２-００７１・奈良県天理市田井庄町・たいのしようちよう

　　６３２-００２１・奈良県天理市滝本町・たきもとちよう

　　６３２-００４１・奈良県天理市竹之内町・たけのうちちよう

　　６３２-００７３・奈良県天理市田町・たちよう

　　６３２-００１７・奈良県天理市田部町・たべちよう

　　６３２-００３４・奈良県天理市丹波市町・たんはﾞいちちよう

　　６３２-００２２・奈良県天理市苣原町・ちしやわらちよう

　　６３２-００５５・奈良県天理市遠田町・とおだちよう

　　６３２-００７２・奈良県天理市富堂町・とみどうちよう

　　６３２-００１３・奈良県天理市豊井町・とよいちよう

　　６３２-００１２・奈良県天理市豊田町・とよだちよう

　　６３２-００９７・奈良県天理市中町・なかちよう

　　６３２-０００１・奈良県天理市中之庄町・なかのしようちよう

　　６３２-００５１・奈良県天理市中山町・なかやまちよう

　　６３２-０１２３・奈良県天理市長滝町・ながたきちよう

　　６３２-００６１・奈良県天理市永原町・ながはらちよう

　　６３２-００６２・奈良県天理市長柄町・ながらちよう

　　６３２-０００５・奈良県天理市楢町・ならちよう

　　６３２-００５７・奈良県天理市新泉町・にいずみちよう

　　６３２-００８１・奈良県天理市二階堂上ノ庄町・にかいどうかみのしようちよう

　　６３２-００８７・奈良県天理市二階堂南菅田町・にかいどうみなみすがたちよう

　　６３２-００８８・奈良県天理市二階堂北菅田町・にかいどうきたすがたちよう

　　６３２-００７５・奈良県天理市西井戸堂町・にしいどうどうちよう

　　６３２-００６３・奈良県天理市西長柄町・にしながらちよう

　　６３２-００５４・奈良県天理市檜垣町・ひがいちよう

　　６３２-００７４・奈良県天理市東井戸堂町・ひがしいどうどうちよう

　　６３２-００４４・奈良県天理市兵庫町・ひようごちよう

　　６３２-００６６・奈良県天理市備前町・びぜんちよう

　　６３２-００７７・奈良県天理市平等坊町・びようどうほﾞうちよう

　　６３２-０１２２・奈良県天理市福住町・ふくすみちよう

　　６３２-００４５・奈良県天理市福知堂町・ふくちどうちよう

　　６３２-００２５・奈良県天理市藤井町・ふじいちよう

　　６３２-００１４・奈良県天理市布留町・ふるちよう

　　６３２-００１８・奈良県天理市別所町・べつしよちよう

　　６３２-００３３・奈良県天理市勾田町・まがたちよう

　　６３２-００１５・奈良県天理市三島町・みしまちよう

　　６３２-００９８・奈良県天理市南六条町・みなみろくじようちよう

　　６３２-００６５・奈良県天理市武蔵町・むさしちよう

　　６３２-００３５・奈良県天理市守目堂町・もりめどうちよう

　　６３２-０００７・奈良県天理市森本町・もりもとちよう

　　６３２-００５２・奈良県天理市柳本町・やなぎもとちよう

　　６３２-０１２１・奈良県天理市山田町・やまだちよう

　　６３２-００６７・奈良県天理市吉田町・よしだちよう

　　６３２-０００２・奈良県天理市和爾町・わにちよう

　　６３４-００００・奈良県橿原市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６３４-００４５・奈良県橿原市石川町・いしかわちよう

　　６３４-００１４・奈良県橿原市石原田町・いしはらだちよう

　　６３４-０８１２・奈良県橿原市今井町・いまいちよう

　　６３４-０８３３・奈良県橿原市忌部町・いんべちよう

　　６３４-０８３４・奈良県橿原市雲梯町・うなてちよう

　　６３４-００６５・奈良県橿原市畝傍町・うねびちよう

　　６３４-００４６・奈良県橿原市栄和町・えいわちよう

　　６３４-００７５・奈良県橿原市小房町・おうさちよう

　　６３４-０８４６・奈良県橿原市小槻町・おうつﾞくちよう



　　６３４-０８４１・奈良県橿原市大垣町・おおがきちよう

　　６３４-００４４・奈良県橿原市大軽町・おおがるちよう

　　６３４-００６１・奈良県橿原市大久保町・おおくほﾞちよう

　　６３４-０８１５・奈良県橿原市大谷町・おおたにちよう

　　６３４-０００１・奈良県橿原市太田市町・おだいちちよう

　　６３４-００２３・奈良県橿原市戒外町・かいげちよう

　　６３４-００１２・奈良県橿原市膳夫町・かしわてちよう

　　６３４-０８２４・奈良県橿原市一町・かずちよう

　　６３４-００３１・奈良県橿原市上飛騨町・かみひだちよう

　　６３４-０８２６・奈良県橿原市川西町・かわにしちよう

　　６３４-０８２５・奈良県橿原市観音寺町・かんのんじちよう

　　６３４-０８２３・奈良県橿原市北越智町・きたおちちよう

　　６３４-０８４３・奈良県橿原市北妙法寺町・きたみようほうじちよう

　　６３４-０００５・奈良県橿原市北八木町・きたやぎちよう

　　６３４-００３３・奈良県橿原市城殿町・きどのちよう

　　６３４-００２５・奈良県橿原市木之本町・きのもとちよう

　　６３４-０００４・奈良県橿原市木原町・きはらちよう

　　６３４-０００７・奈良県橿原市葛本町・くずもとちよう

　　６３４-００６３・奈良県橿原市久米町・くめちよう

　　６３４-０８２７・奈良県橿原市光陽町・こうようちよう

　　６３４-０８３２・奈良県橿原市五井町・ごいちよう

　　６３４-００４３・奈良県橿原市五条野町・ごじようのちよう

　　６３４-００６２・奈良県橿原市御坊町・ごほﾞうちよう

　　６３４-０８１３・奈良県橿原市四条町・しじようちよう

　　６３４-００７４・奈良県橿原市四分町・しぶちよう

　　６３４-００２９・奈良県橿原市下八釣町・しもやつりちよう

　　６３４-０８１１・奈良県橿原市小綱町・しようこちよう

　　６３４-００４２・奈良県橿原市菖蒲町・しようぶちよう

　　６３４-０８０３・奈良県橿原市上品寺町・じようほﾞんじちよう

　　６３４-００５１・奈良県橿原市白橿町・しらかしちよう

　　６３４-０００６・奈良県橿原市新賀町・しんがちよう

　　６３４-０８３６・奈良県橿原市新堂町・しんどうちよう

　　６３４-０８０５・奈良県橿原市地黄町・じおちよう

　　６３４-０８１６・奈良県橿原市慈明寺町・じみようじちよう

　　６３４-０８３１・奈良県橿原市曽我町・そがちよう

　　６３４-００７２・奈良県橿原市醍醐町・だいごちよう

　　６３４-００２７・奈良県橿原市高殿町・たかどのちよう

　　６３４-００３２・奈良県橿原市田中町・たなかちよう

　　６３４-０８４４・奈良県橿原市土橋町・つちはしちよう

　　６３４-００１３・奈良県橿原市出合町・であいちよう

　　６３４-００１１・奈良県橿原市出垣内町・でがいとちよう

　　６３４-０８１７・奈良県橿原市寺田町・てらだちよう

　　６３４-０００８・奈良県橿原市十市町・とおいちちよう

　　６３４-０００３・奈良県橿原市常盤町・ときわちよう

　　６３４-０８４２・奈良県橿原市豊田町・とよだちよう

　　６３４-０８２２・奈良県橿原市鳥屋町・とりやちよう

　　６３４-０８０４・奈良県橿原市内膳町・ないぜんちよう

　　６３４-０８４５・奈良県橿原市中曽司町・なかぞしちよう

　　６３４-０００９・奈良県橿原市中町・なかちよう

　　６３４-００７３・奈良県橿原市縄手町・なわてちよう

　　６３４-０８２１・奈良県橿原市西池尻町・にしいけじりちよう

　　６３４-０８０１・奈良県橿原市西新堂町・にししんどうちよう

　　６３４-０８０２・奈良県橿原市新口町・にのくちちよう

　　６３４-００２１・奈良県橿原市東池尻町・ひがしいけじりちよう

　　６３４-０００２・奈良県橿原市東竹田町・ひがしたけだちよう

　　６３４-０８３５・奈良県橿原市東坊城町・ひがしほﾞうじようちよう

　　６３４-０８４７・奈良県橿原市飯高町・ひだかちよう

　　６３４-００３４・奈良県橿原市飛騨町・ひだちよう

　　６３４-００７６・奈良県橿原市兵部町・ひようぶちよう

　　６３４-０８２８・奈良県橿原市古川町・ふるかわちよう

　　６３４-００２６・奈良県橿原市別所町・べつしよちよう

　　６３４-００２８・奈良県橿原市法花寺町・ほつけいじちよう

　　６３４-０８３７・奈良県橿原市曲川町・まがりかわちよう

　　６３４-００６４・奈良県橿原市見瀬町・みせちよう

　　６３４-００２２・奈良県橿原市南浦町・みなみうらちよう

　　６３４-００５２・奈良県橿原市南妙法寺町・みなみみようほうじちよう

　　６３４-００７７・奈良県橿原市南八木町・みなみやぎちよう

　　６３４-００２４・奈良県橿原市南山町・みなみやまちよう

　　６３４-００７８・奈良県橿原市八木町・やぎちよう

　　６３４-００７１・奈良県橿原市山之坊町・やまのほﾞうちよう



　　６３４-０８１４・奈良県橿原市山本町・やまもとちよう

　　６３４-０８２９・奈良県橿原市吉田町・よしだちよう

　　６３４-００４１・奈良県橿原市和田町・わだちよう

　　６３３-００００・奈良県桜井市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６３３-０００６・奈良県桜井市赤尾・あかお

　　６３３-０００３・奈良県桜井市朝倉台東・ あさくらだいひがじ

　　６３３-０００４・奈良県桜井市朝倉台西・ あさくらだいにじ

　　６３３-００５２・奈良県桜井市浅古・あさご

　　６３３-００７１・奈良県桜井市穴師・ あなじ

　　６３３-００５４・奈良県桜井市阿部・あべ

　　６３３-００５５・奈良県桜井市安倍木材団地・あべもくざいだんち

　　６３３-００２６・奈良県桜井市飯盛塚・いいもりつﾞか

　　６３３-００４６・奈良県桜井市池之内・いけのうち

　　６３３-０１２２・奈良県桜井市出雲・いずも

　　６３３-００３５・奈良県桜井市今井谷・いまいだに

　　６３３-００１３・奈良県桜井市岩坂・いわさか

　　６３３-００４１・奈良県桜井市上之宮・うえのみや

　　６３３-００８６・奈良県桜井市江包・えつつみ

　　６３３-００７６・奈良県桜井市大泉・おいずみ

　　６３３-００４８・奈良県桜井市生田・おいだ

　　６３３-００８４・奈良県桜井市太田・おおた

　　６３３-００６２・奈良県桜井市粟殿・おおどの

　　６３３-００１４・奈良県桜井市粟原・おおはﾞら

　　６３３-０１０１・奈良県桜井市小夫・おおぶ

　　６３３-０１０３・奈良県桜井市小夫嵩方・おおぶだけほう

　　６３３-００７７・奈良県桜井市大西・ おおにじ

　　６３３-０００５・奈良県桜井市忍阪・おつさか

　　６３３-００３１・奈良県桜井市下居・おりい

　　６３３-００６４・奈良県桜井市戒重・かいじゆう

　　６３３-０１３３・奈良県桜井市笠・かさ

　　６３３-０００２・奈良県桜井市金屋・かなや

　　６３３-００６１・奈良県桜井市上之庄・かみのしよう

　　６３３-０１０６・奈良県桜井市萱森・かやもり

　　６３３-００６３・奈良県桜井市川合・かわい

　　６３３-００５１・奈良県桜井市河西・ かわにじ

　　６３３-００２２・奈良県桜井市北音羽・きたおとわ

　　６３３-００３４・奈良県桜井市北山・きたやま

　　６３３-００６５・奈良県桜井市吉備・きび

　　６３３-００８１・奈良県桜井市草川・くさかわ

　　６３３-００２１・奈良県桜井市倉橋・ くらはじ

　　６３３-００１１・奈良県桜井市黒崎・くろざき

　　６３３-００１２・奈良県桜井市狛・こま

　　６３３-００１５・奈良県桜井市下り尾・さがりお

　　６３３-００９１・奈良県桜井市桜井・さくらい

　　６３３-００１７・奈良県桜井市慈恩寺・じおんじ

　　６３３-００７４・奈良県桜井市芝・しはﾞ

　　６３３-００４２・奈良県桜井市下・しも

　　６３３-０１３１・奈良県桜井市修理枝・しゆりえだ

　　６３３-０１２１・奈良県桜井市白河・しらが

　　６３３-０１０５・奈良県桜井市白木・しらき

　　６３３-００７５・奈良県桜井市新屋敷・しんやしき

　　６３３-０１０４・奈良県桜井市芹井・せりい

　　６３３-００４４・奈良県桜井市高家・たいえ

　　６３３-００６７・奈良県桜井市大福・だいふく

　　６３３-００４３・奈良県桜井市高田・たかた

　　６３３-０１０８・奈良県桜井市滝倉・たきのくら

　　６３３-００５３・奈良県桜井市谷・たに

　　６３３-００７３・奈良県桜井市茅原・ちわら

　　６３３-００８３・奈良県桜井市辻・つじ

　　６３３-００３２・奈良県桜井市多武峰・とうのみね

　　６３３-０００７・奈良県桜井市外山・とび

　　６３３-００７９・奈良県桜井市豊田・とよだ

　　６３３-０１０７・奈良県桜井市中谷・なかたに

　　６３３-００３３・奈良県桜井市西口・にしぐち

　　６３３-００６６・奈良県桜井市西之宮・にしのみや

　　６３３-００７２・奈良県桜井市箸中・はしなか

　　６３３-００４７・奈良県桜井市橋本・はしもと

　　６３３-０１１２・奈良県桜井市初瀬・はせ

　　６３３-００２４・奈良県桜井市針道・はりみち

　　６３３-００６８・奈良県桜井市東新堂・ひがししんどう



　　６３３-００８５・奈良県桜井市東田・ひがしだ

　　６３３-００７８・奈良県桜井市豊前・ぶんぜ

　　６３３-００８２・奈良県桜井市巻野内・まきのうち

　　６３３-００８７・奈良県桜井市大豆越・ まめごじ

　　６３３-０１０２・奈良県桜井市三谷・みたに

　　６３３-００２３・奈良県桜井市南音羽・みなみおとわ

　　６３３-０００１・奈良県桜井市三輪・みわ

　　６３３-００２８・奈良県桜井市百市・もものいち

　　６３３-００２５・奈良県桜井市八井内・やいない

　　６３３-００４５・奈良県桜井市山田・やまだ

　　６３３-００３６・奈良県桜井市横柿・よこがき

　　６３３-０１１１・奈良県桜井市吉隠・よなはﾞり

　　６３３-００１６・奈良県桜井市竜谷・りゆうたに

　　６３３-００２７・奈良県桜井市鹿路・ろくろ

　　６３３-００１８・奈良県桜井市脇本・わきもと

　　６３３-０１３２・奈良県桜井市和田・わだ

　　６３７-００００・奈良県五條市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６３７-００７４・奈良県五條市相谷町・あいたにちよう

　　６３７-００１３・奈良県五條市居伝町・いでちよう

　　６３７-００７２・奈良県五條市犬飼町・いぬかいちよう

　　６３７-０００４・奈良県五條市今井・いまい

　　６３７-０００４・奈良県五條市今井町・いまいちよう

　　６３７-０００３・奈良県五條市宇野町・うのちよう

　　６３７-００７７・奈良県五條市大沢町・おおざわちよう

　　６３７-００６０・奈良県五條市大津町・おおつﾞちよう

　　６３７-０４０５・奈良県五條市大塔町宇井・おおとうちよううい

　　６３７-０４１６・奈良県五條市大塔町小代・おおとうちようこだい

　　６３７-０４１７・奈良県五條市大塔町阪本・おおとうちようさかもと

　　６３７-０４１４・奈良県五條市大塔町猿谷・おおとうちようさるたに

　　６３７-０４０１・奈良県五條市大塔町篠原・おおとうちようしのはら

　　６３７-０４０６・奈良県五條市大塔町清水・おおとうちようしみず

　　６３７-０４１９・奈良県五條市大塔町簾・おおとうちようすだれ

　　６３７-０４０２・奈良県五條市大塔町惣谷・おおとうちようそうたに

　　６３７-０４０８・奈良県五條市大塔町辻堂・おおとうちようつじどう

　　６３７-０４１１・奈良県五條市大塔町堂平・おおとうちようどうひら

　　６３７-０４０７・奈良県五條市大塔町閉君・おおとうちようとじきみ

　　６３７-０４０９・奈良県五條市大塔町殿野・おおとうちようとのの

　　６３７-０４０３・奈良県五條市大塔町中井傍示・おおとうちようなかいほうじ

　　６３７-０４１５・奈良県五條市大塔町中原・おおとうちようなかはﾞら

　　６３７-０４０４・奈良県五條市大塔町中峯・おおとうちようなかみね

　　６３７-０４１３・奈良県五條市大塔町引土・おおとうちようひきつち

　　６３７-０４１２・奈良県五條市大塔町飛養曽・おおとうちようひよそ

　　６３７-００１５・奈良県五條市大野新田町・おおのしんでんちよう

　　６３７-００６３・奈良県五條市大野町・おおのちよう

　　６３７-００６６・奈良県五條市大深町・おおぶかちよう

　　６３７-０００６・奈良県五條市岡口・おかぐち

　　６３７-００９２・奈良県五條市岡町・おかちよう

　　６３７-００５３・奈良県五條市生子町・おぶすちよう

　　６３７-００１９・奈良県五條市小和町・おわちよう

　　６３７-００５４・奈良県五條市樫辻町・かしつじちよう

　　６３７-００８４・奈良県五條市釜窪町・かまのくほﾞちよう

　　６３７-００８１・奈良県五條市上之町・かみのちよう

　　６３７-００９１・奈良県五條市北山町・きたやまちよう

　　６３７-００７６・奈良県五條市木ノ原町・きのはらちよう

　　６３７-００１８・奈良県五條市久留野町・くるのちよう

　　６３７-００２５・奈良県五條市車谷町・くるまだにちよう

　　６３７-００６２・奈良県五條市黒駒町・くろまちよう

　　６３７-００７３・奈良県五條市上野町・こうつﾞけちよう

　　６３７-００３１・奈良県五條市小島町・こじまちよう

　　６３７-００４２・奈良県五條市五條・ごじよう

　　６３７-００１２・奈良県五條市小山町・こやまちよう

　　６３７-００６５・奈良県五條市阪合部新田町・さかあいべしんでんちよう

　　６３７-０００２・奈良県五條市三在町・さんざいちよう

　　６３７-００２７・奈良県五條市島野町・しまのちよう

　　６３７-００８３・奈良県五條市下之町・しものちよう

　　６３７-００４３・奈良県五條市新町・しんまち

　　６３７-０００５・奈良県五條市須恵・すえ

　　６３７-００１４・奈良県五條市住川町・すがわちよう

　　６３７-００２４・奈良県五條市滝町・たきちよう

　　６３７-００６７・奈良県五條市田殿町・たどのちよう



　　６３７-００５２・奈良県五條市丹原町・たんはﾞらちよう

　　６３７-００１６・奈良県五條市近内町・ちかうちちよう

　　６３７-００１１・奈良県五條市出屋敷町・でやしきちよう

　　６３７-００９３・奈良県五條市田園・でんえん

　　６３７-００６１・奈良県五條市中町・なかちよう

　　６３７-００８２・奈良県五條市中之町・なかのちよう

　　６３７-００７８・奈良県五條市なつみ台・なつみだい

　　６３７-００２０・奈良県五條市西阿田町・にしあだちよう

　　６３７-０００１・奈良県五條市西河内町・にしかわちちよう

　　６３７-００１７・奈良県五條市西久留野町・にしくるのちよう

　　６３８-０６４３・奈良県五條市西吉野町赤松・にしよしのちようあかまつ

　　６３７-０１１７・奈良県五條市西吉野町賀名生・にしよしのちようあのう

　　６３８-０６５２・奈良県五條市西吉野町尼ケ生・にしよしのちようあまがしよう

　　６３７-０２２１・奈良県五條市西吉野町永谷・にしよしのちようえいたに

　　６３７-０１１１・奈良県五條市西吉野町江出・にしよしのちようえずる

　　６３７-０１１２・奈良県五條市西吉野町老野・にしよしのちようおいの

　　６３７-０２３４・奈良県五條市西吉野町大峯・にしよしのちようおおみね

　　６３８-０６６３・奈良県五條市西吉野町奥谷・にしよしのちようおくだに

　　６３７-０１０１・奈良県五條市西吉野町大日川・にしよしのちようおびかわ

　　６３８-０６５５・奈良県五條市西吉野町小古田・にしよしのちようおぶるた

　　６３７-０２３９・奈良県五條市西吉野町陰地・にしよしのちようおんじ

　　６３８-０６５１・奈良県五條市西吉野町唐戸・にしよしのちようからと

　　６３７-０２３１・奈良県五條市西吉野町川岸・ にしよしのちようかわぎじ

　　６３７-０２２５・奈良県五條市西吉野町川股・にしよしのちようかわまた

　　６３７-０１０２・奈良県五條市西吉野町黒淵・にしよしのちようくろぶち

　　６３７-０１１３・奈良県五條市西吉野町神野・にしよしのちようこうの

　　６３７-０２３６・奈良県五條市西吉野町阪巻・にしよしのちようさかまき

　　６３８-０６５６・奈良県五條市西吉野町鹿場・にしよしのちようししはﾞ

　　６３７-０２３０・奈良県五條市西吉野町城戸・にしよしのちようじようど

　　６３７-０２２７・奈良県五條市西吉野町勢井・にしよしのちようせい

　　６３７-０１１４・奈良県五條市西吉野町滝・にしよしのちようたき

　　６３７-０２２２・奈良県五條市西吉野町立川渡・にしよしのちようたてかわど

　　６３７-０２３２・奈良県五條市西吉野町津越・ にしよしのちようつごじ

　　６３８-０６５３・奈良県五條市西吉野町十日市・にしよしのちようとおかいち

　　６３７-０２２４・奈良県五條市西吉野町茄子原・にしよしのちようなすはら

　　６３８-０６６１・奈良県五條市西吉野町西新子・ にしよしのちようにしあたらじ

　　６３７-０２３８・奈良県五條市西吉野町西野・にしよしのちようにしの

　　６３７-０２２６・奈良県五條市西吉野町西日裏・にしよしのちようにしひうら

　　６３７-０２３３・奈良県五條市西吉野町桧川迫・にしよしのちようひかわせ

　　６３７-０２３５・奈良県五條市西吉野町平雄・にしよしのちようひらお

　　６３８-０６４２・奈良県五條市西吉野町平沼田・にしよしのちようひらぬまた

　　６３７-０１１５・奈良県五條市西吉野町北曽木・にしよしのちようほくそぎ

　　６３８-０６５４・奈良県五條市西吉野町南山・にしよしのちようみなみやま

　　６３７-０１０３・奈良県五條市西吉野町向加名生・にしよしのちようむかいあのう

　　６３７-０２３７・奈良県五條市西吉野町宗川野・にしよしのちようむねがわの

　　６３７-０２２３・奈良県五條市西吉野町本谷・にしよしのちようもとだに

　　６３８-０６４１・奈良県五條市西吉野町百谷・にしよしのちようももだに

　　６３８-０６５７・奈良県五條市西吉野町八ツ川・にしよしのちようやつかわ

　　６３７-０１０４・奈良県五條市西吉野町屋那瀬・にしよしのちようやなせ

　　６３８-０６４４・奈良県五條市西吉野町湯川・にしよしのちようゆかわ

　　６３７-０１０５・奈良県五條市西吉野町湯塩・にしよしのちようゆしお

　　６３８-０６６２・奈良県五條市西吉野町夜中・にしよしのちようよなか

　　６３７-０１１６・奈良県五條市西吉野町和田・にしよしのちようわだ

　　６３７-００３４・奈良県五條市野原町・のはらちよう

　　６３７-００３７・奈良県五條市野原中・のはらなか

　　６３７-００３６・奈良県五條市野原西・ のはらにじ

　　６３７-００３８・奈良県五條市野原東・ のはらひがじ

　　６３７-００７５・奈良県五條市畑田町・はたけだちよう

　　６３７-００２２・奈良県五條市八田町・はつたちよう

　　６３７-００２８・奈良県五條市原町・はらちよう

　　６３７-００６８・奈良県五條市火打町・ひうちちよう

　　６３７-００２１・奈良県五條市東阿田町・ひがしあだちよう

　　６３７-００６９・奈良県五條市表野町・ひようのちよう

　　６３７-００７１・奈良県五條市二見・ふたみ

　　６３７-００４１・奈良県五條市本町・ほんまち

　　６３７-００３３・奈良県五條市牧町・まきちよう

　　６３７-００２３・奈良県五條市南阿田町・みなみあだちよう

　　６３７-００５１・奈良県五條市御山町・みやまちよう

　　６３７-００３２・奈良県五條市六倉町・むつくらちよう

　　６３７-００６４・奈良県五條市山陰町・やまかげちよう



　　６３７-００２９・奈良県五條市山田町・やまだちよう

　　６３７-００２６・奈良県五條市湯谷市塚町・ゆたにいちつﾞかちよう

　　６３７-００３５・奈良県五條市霊安寺町・りようあんじちよう

　　６３９-２２００・奈良県御所市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６３９-２３４１・奈良県御所市朝妻・あさつﾞま

　　６３９-２２３９・奈良県御所市旭町・あさひまち

　　６３９-２２５５・奈良県御所市朝町・あさまち

　　６３９-２２６４・奈良県御所市五百家・いうか

　　６３９-２２７３・奈良県御所市池之内・いけのうち

　　６３９-２３２６・奈良県御所市井戸・いど

　　６３９-２２５８・奈良県御所市稲宿・いないど

　　６３９-２２４５・奈良県御所市今住・いまずみ

　　６３９-２２７９・奈良県御所市今出・いまで

　　６３９-２２０７・奈良県御所市今城・いまんじよう

　　６３９-２２６７・奈良県御所市内谷・うちたに

　　６３９-２３２３・奈良県御所市多田・おいだ

　　６３９-２２３８・奈良県御所市大橋通り・おおはしどおり

　　６３９-２３０４・奈良県御所市大広町・おおひろちよう

　　６３９-２２５７・奈良県御所市小殿・おどの

　　６３９-２２３１・奈良県御所市柿ケ坪町・かきがつほﾞちよう

　　６３９-２２４４・奈良県御所市柏原・かしはら

　　６３９-２３４３・奈良県御所市鴨神・かもがみ

　　６３９-２２２９・奈良県御所市鴨口町・かもぐちちよう

　　６３９-２３３４・奈良県御所市北窪・きたくほﾞ

　　６３９-２２０３・奈良県御所市北十三・きたじゆうそ

　　６３９-２３１２・奈良県御所市櫛羅・くじら

　　６３９-２２５６・奈良県御所市栗阪・くりさか

　　６３９-２３３７・奈良県御所市極楽寺・ごくらくじ

　　６３９-２２５４・奈良県御所市古瀬・こせ

　　６３９-２３１１・奈良県御所市小林・ こはﾞやじ

　　６３９-２２２４・奈良県御所市西柏町・さいかしちよう

　　６３９-２３１４・奈良県御所市幸町・さいわいちよう

　　６３９-２２２１・奈良県御所市栄町・さかえまち

　　６３９-２３２５・奈良県御所市佐田・さだ

　　６３９-２２７２・奈良県御所市蛇穴・さらぎ

　　６３９-２２１１・奈良県御所市ＪＲ御所駅前通り・ごせえきまえどおり

　　６３９-２３２４・奈良県御所市下茶屋・しものちやや

　　６３９-２２７６・奈良県御所市條・じよう

　　６３９-２２６１・奈良県御所市城山台・しろやまだい

　　６３９-２２１３・奈良県御所市神宮町・じんぐうちよう

　　６３９-２２１７・奈良県御所市新地町・しんちまち

　　６３９-２２６５・奈良県御所市新田・しんでん

　　６３９-２２３５・奈良県御所市寺内町・じないちよう

　　６３９-２３０３・奈良県御所市末広町・すえひろちよう

　　６３９-２３２８・奈良県御所市関屋・せきや

　　６３９-２３４２・奈良県御所市僧堂・そうどう

　　６３９-２２３６・奈良県御所市代官町・だいかんまち

　　６３９-２３３６・奈良県御所市高天・たかま

　　６３９-２２０６・奈良県御所市竹田・たけだ

　　６３９-２２４７・奈良県御所市玉手・たまで

　　６３９-２２４１・奈良県御所市茅原・ちはら

　　６３９-２２１２・奈良県御所市中央通り・ちゆうおうどおり

　　６３９-２２７５・奈良県御所市出走・ではしり

　　６３９-２２０２・奈良県御所市出屋敷・でやしき

　　６３９-２２５１・奈良県御所市戸毛・とうげ

　　６３９-２２７４・奈良県御所市冨田・とみた

　　６３９-２３１７・奈良県御所市豊田・とよだ

　　６３９-２２６３・奈良県御所市鳥井戸・とりいど

　　６３９-２２２５・奈良県御所市中本町・なかほんまち

　　６３９-２３２１・奈良県御所市名柄・ながら

　　６３９-２３１３・奈良県御所市楢原・ならはﾞら

　　６３９-２３３１・奈良県御所市南郷・なんごう

　　６３９-２３３５・奈良県御所市西北窪・にしきたくほﾞ

　　６３９-２２２８・奈良県御所市西久保本町・にしくほﾞほんまち

　　６３９-２３４５・奈良県御所市西佐味・にしさび

　　６３９-２３１６・奈良県御所市西寺田・にしてらだ

　　６３９-２２１５・奈良県御所市西町・にしまち

　　６３９-２３３２・奈良県御所市西持田・にしもつた

　　６３９-２３３３・奈良県御所市林・ はやじ

　　６３９-２２４６・奈良県御所市原谷・はらだに



　　６３９-２２２７・奈良県御所市東久保町・ひがしくほﾞちよう

　　６３９-２３４４・奈良県御所市東佐味・ひがしさび

　　６３９-２２０５・奈良県御所市東辻・ひがしつじ

　　６３９-２２４３・奈良県御所市東寺田・ひがしてらだ

　　６３９-２３２２・奈良県御所市東名柄・ひがしながら

　　６３９-２３０２・奈良県御所市東松本・ひがしまつもと

　　６３９-２２６２・奈良県御所市東持田・ひがしもつた

　　６３９-２２５２・奈良県御所市樋野・ひの

　　６３９-２３４６・奈良県御所市伏見・ふしみ

　　６３９-２２６８・奈良県御所市船路・ふなじ

　　６３９-２２５３・奈良県御所市奉膳・ぶんぜ

　　６３９-２２６６・奈良県御所市重阪・へいさか

　　６３９-２２３７・奈良県御所市豊年橋通り・ほうねんはﾞしどおり

　　６３９-２２４２・奈良県御所市本馬・ほんま

　　６３９-２２２３・奈良県御所市本町・ほんまち

　　６３９-２３２７・奈良県御所市増・ まじ

　　６３９-２２３２・奈良県御所市御門町・みかどちよう

　　６３９-２２１６・奈良県御所市御国通り・みくにどおり

　　６３９-２２１４・奈良県御所市御堂魚棚町・みどううおんたなちよう

　　６３９-２２７８・奈良県御所市緑ケ丘・みどりがおか

　　６３９-２２４８・奈良県御所市緑町・みどりまち

　　６３９-２２０４・奈良県御所市南十三・みなみじゆうそ

　　６３９-２２２６・奈良県御所市南中町・みなみなかまち

　　６３９-２３０６・奈良県御所市三室・みむろ

　　６３９-２２３３・奈良県御所市都町・みやこまち

　　６３９-２３１５・奈良県御所市宮戸・みやど

　　６３９-２２７１・奈良県御所市宮前町・みやまえまち

　　６３９-２２７７・奈良県御所市室・むろ

　　６３９-２２６２・奈良県御所市持田・もつた

　　６３９-２３０１・奈良県御所市元町・もとまち

　　６３９-２３１８・奈良県御所市森脇・もりわき

　　６３９-２３０５・奈良県御所市柳田町・やなぎだちよう

　　６３９-２２０１・奈良県御所市柳原・やなぎはら

　　６３９-２２３４・奈良県御所市柳町・やなぎまち

　　６３９-２２２２・奈良県御所市六軒町・ろつけんまち

　　６３０-０２００・奈良県生駒市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６３０-０２３９・奈良県生駒市青山台・あおやまだい

　　６３０-０１３２・奈良県生駒市あすか台・あすかだい

　　６３０-０１３３・奈良県生駒市あすか野南・あすかのみなみ

　　６３０-０１３４・奈良県生駒市あすか野北・あすかのきた

　　６３０-０２３３・奈良県生駒市有里町・ありさとちよう

　　６３０-０２０２・奈良県生駒市生駒台南・いこまだいみなみ

　　６３０-０２０３・奈良県生駒市生駒台北・いこまだいきた

　　６３０-０２２２・奈良県生駒市壱分町・いちぶちよう

　　６３０-０２３２・奈良県生駒市小倉寺町・おぐらじちよう

　　６３０-０２２３・奈良県生駒市小瀬町・おぜちよう

　　６３０-０２２７・奈良県生駒市乙田町・おとだちよう

　　６３０-０２３７・奈良県生駒市鬼取町・おにとりちよう

　　６３０-０１３１・奈良県生駒市上町・かみまち

　　６３０-０１３８・奈良県生駒市上町台・かみまちだい

　　６３０-０２６５・奈良県生駒市軽井沢町・かるいざわちよう

　　６３０-０２４５・奈良県生駒市北新町・きたしんまち

　　６３０-０１４２・奈良県生駒市北田原町・きたたはらちよう

　　６３０-０１２１・奈良県生駒市北大和・きたやまと

　　６３０-０２４８・奈良県生駒市喜里が丘・きりがおか

　　６３０-０２０１・奈良県生駒市小明町・こうみようちよう

　　６３０-０２４７・奈良県生駒市光陽台・こうようだい

　　６３０-０２２６・奈良県生駒市小平尾町・こびらおちよう

　　６３０-０２１１・奈良県生駒市桜ケ丘・さくらがおか

　　６３０-０２２１・奈良県生駒市さつき台・さつきだい

　　６３０-０１１２・奈良県生駒市鹿ノ台東・ しかのだいひがじ

　　６３０-０１１４・奈良県生駒市鹿ノ台西・ しかのだいにじ

　　６３０-０１１３・奈良県生駒市鹿ノ台南・しかのだいみなみ

　　６３０-０１１１・奈良県生駒市鹿ノ台北・しかのだいきた

　　６３０-０１１５・奈良県生駒市鹿畑町・しかはたちよう

　　６３０-０１３６・奈良県生駒市白庭台・しらにわだい

　　６３０-０２５３・奈良県生駒市新旭ケ丘・しんあさひがおか

　　６３０-０２４２・奈良県生駒市新生駒台・しんいこまだい

　　６３０-０２２９・奈良県生駒市翠光台・すいこうだい

　　６３０-０２３８・奈良県生駒市大門町・だいもんちよう



　　６３０-０１０１・奈良県生駒市高山町・たかやまちよう

　　６３０-０２５１・奈良県生駒市谷田町・たにだちよう

　　６３０-０２４３・奈良県生駒市俵口町・たわらぐちちよう

　　６３０-０２１２・奈良県生駒市辻町・つじまち

　　６３０-０２６３・奈良県生駒市中菜畑・なかなはﾞた

　　６３０-０２６７・奈良県生駒市仲之町・なかのちよう

　　６３０-０２３１・奈良県生駒市菜畑町・なはﾞたちよう

　　６３０-０２６１・奈良県生駒市西旭ケ丘・にしあさひがおか

　　６３０-０１３７・奈良県生駒市西白庭台・にししらにわだい

　　６３０-０２６４・奈良県生駒市西菜畑町・にしなはﾞたちよう

　　６３０-０２３６・奈良県生駒市西畑町・にしはたちよう

　　６３０-０２４６・奈良県生駒市西松ケ丘・にしまつがおか

　　６３０-０２２４・奈良県生駒市萩の台・はぎのだい

　　６３０-０２３４・奈良県生駒市萩原町・はぎはらちよう

　　６３０-０１４１・奈良県生駒市ひかりが丘・ひかりがおか

　　６３０-０２５４・奈良県生駒市東旭ケ丘・ひがしあさひがおか

　　６３０-０２１３・奈良県生駒市東生駒・ひがしいこま

　　６３０-０２１４・奈良県生駒市東生駒月見町・ひがしいこまつきみちよう

　　６３０-０２５８・奈良県生駒市東新町・ひがししんまち

　　６３０-０２１５・奈良県生駒市東菜畑・ひがしなはﾞた

　　６３０-０２４４・奈良県生駒市東松ケ丘・ひがしまつがおか

　　６３０-０２２５・奈良県生駒市東山町・ひがしやまちよう

　　６３０-０２３５・奈良県生駒市藤尾町・ふじおちよう

　　６３０-０２５６・奈良県生駒市本町・ほんまち

　　６３０-０２４１・奈良県生駒市松美台・まつみだい

　　６３０-０１２２・奈良県生駒市真弓・まゆみ

　　６３０-０１２３・奈良県生駒市真弓南・まゆみみなみ

　　６３０-０１１６・奈良県生駒市美鹿の台・みかのだい

　　６３０-０２６２・奈良県生駒市緑ケ丘・みどりがおか

　　６３０-０１３５・奈良県生駒市南田原町・みなみたわらちよう

　　６３０-０２２８・奈良県生駒市南山手台・みなみやまてだい

　　６３０-０２５７・奈良県生駒市元町・もとまち

　　６３０-０２６６・奈良県生駒市門前町・もんぜんちよう

　　６３０-０２５５・奈良県生駒市山崎新町・やまさきしんまち

　　６３０-０２５２・奈良県生駒市山崎町・やまさきちよう

　　６３９-０２００・奈良県香芝市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６３９-０２６６・奈良県香芝市旭ケ丘・あさひがおか

　　６３９-０２５２・奈良県香芝市穴虫・ あなむじ

　　６３９-０２３６・奈良県香芝市磯壁・いそかべ

　　６３９-０２６４・奈良県香芝市今泉・いまいずみ

　　６３９-０２５１・奈良県香芝市逢坂・おうさか

　　６３９-０２２７・奈良県香芝市鎌田・かまだ

　　６３９-０２６５・奈良県香芝市上中・かみなか

　　６３９-０２２５・奈良県香芝市瓦口・かわらぐち

　　６３９-０２４２・奈良県香芝市北今市・きたいまいち

　　６３９-０２３４・奈良県香芝市狐井・きつい

　　６３９-０２２６・奈良県香芝市五位堂・ごいどう

　　６３９-０２２１・奈良県香芝市五ケ所・ごかしよ

　　６３９-０２３３・奈良県香芝市下田・しもだ

　　６３９-０２３２・奈良県香芝市下田東・ しもだひがじ

　　６３９-０２３１・奈良県香芝市下田西・ しもだにじ

　　６３９-０２３７・奈良県香芝市すみれ野・すみれの

　　６３９-０２５５・奈良県香芝市関屋・せきや

　　６３９-０２５４・奈良県香芝市関屋北・せきやきた

　　６３９-０２４１・奈良県香芝市高・たか

　　６３９-０２５６・奈良県香芝市高山台・たかやまだい

　　６３９-０２５３・奈良県香芝市田尻・たじり

　　６３９-０２２２・奈良県香芝市西真美・にしまみ

　　６３９-０２６１・奈良県香芝市尼寺・にんじ

　　６３９-０２６２・奈良県香芝市白鳳台・はくほうだい

　　６３９-０２４５・奈良県香芝市畑・はた

　　６３９-０２６３・奈良県香芝市平野・ひらの

　　６３９-０２４３・奈良県香芝市藤山・ふじやま

　　６３９-０２２４・奈良県香芝市別所・べつしよ

　　６３９-０２４４・奈良県香芝市本町・ほんまち

　　６３９-０２２３・奈良県香芝市真美ケ丘・まみがおか

　　６３９-０２３５・奈良県香芝市良福寺・りようふくじ

　　６３９-２１００・奈良県葛城市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６３９-０２７４・奈良県葛城市今在家・いまざいけ

　　６３９-２１３３・奈良県葛城市梅室・うめむろ



　　６３９-２１５３・奈良県葛城市太田・おおた

　　６３９-２１４５・奈良県葛城市大屋・おおや

　　６３９-２１２３・奈良県葛城市忍海・おしみ

　　６３９-２１５２・奈良県葛城市大畑・おはﾞたけ

　　６３９-２１１１・奈良県葛城市柿本・かきのもと

　　６３９-０２７５・奈良県葛城市勝根・かつね

　　６３９-２１４４・奈良県葛城市葛木・かつらぎ

　　６３９-０２７１・奈良県葛城市加守・かもり

　　６３９-２１１３・奈良県葛城市北花内・きたはなうち

　　６３９-２１４２・奈良県葛城市北道穂・きたみつほﾞ

　　６３９-２１６１・奈良県葛城市木戸・きど

　　６３９-２１２１・奈良県葛城市新村・しむら

　　６３９-２１６２・奈良県葛城市尺土・しやくど

　　６３９-０２７２・奈良県葛城市新在家・しんざいけ

　　６３９-２１４７・奈良県葛城市新庄・しんじよう

　　６３９-２１２７・奈良県葛城市新町・しんまち

　　６３９-０２７３・奈良県葛城市染野・そめの

　　６３９-０２７６・奈良県葛城市當麻・たいま

　　６３９-２１５５・奈良県葛城市竹内・たけのうち

　　６３９-２１３５・奈良県葛城市寺口・てらぐち

　　６３９-２１６４・奈良県葛城市長尾・ながお

　　６３９-２１４６・奈良県葛城市中戸・なかと

　　６３９-２１２５・奈良県葛城市西辻・にしつじ

　　６３９-２１０３・奈良県葛城市西室・にしむろ

　　６３９-２１２２・奈良県葛城市薑・はじかみ

　　６３９-２１６３・奈良県葛城市八川・はちがわ

　　６３９-２１３１・奈良県葛城市林堂・はやしどう

　　６３９-２１０２・奈良県葛城市東室・ひがしむろ

　　６３９-２１０１・奈良県葛城市疋田・ひきだ

　　６３９-２１５４・奈良県葛城市兵家・ひようげ

　　６３９-２１３６・奈良県葛城市平岡・ひらおか

　　６３９-２１１２・奈良県葛城市笛堂・ふえどう

　　６３９-２１３２・奈良県葛城市笛吹・ふえふき

　　６３９-２１４１・奈良県葛城市弁之庄・べんのしよう

　　６３９-２１５１・奈良県葛城市南今市・みなみいまいち

　　６３９-２１２３・奈良県葛城市南新町・みなみしんまち

　　６３９-２１２６・奈良県葛城市南花内・みなみはなうち

　　６３９-２１３７・奈良県葛城市南藤井・みなみふじい

　　６３９-２１４３・奈良県葛城市南道穂・みなみみつほﾞ

　　６３９-２１３４・奈良県葛城市山口・やまぐち

　　６３９-２１３８・奈良県葛城市山田・やまだ

　　６３９-２１２４・奈良県葛城市脇田・わきだ

　　６３３-０２００・奈良県宇陀市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６３３-２２２５・奈良県宇陀市菟田野稲戸・うたのいなど

　　６３３-２２２７・奈良県宇陀市菟田野岩崎・うたのいわさき

　　６３３-２２１４・奈良県宇陀市菟田野岩端・ うたのいわはじ

　　６３３-２２２３・奈良県宇陀市菟田野宇賀志・ うたのうかじ

　　６３３-２２０２・奈良県宇陀市菟田野大神・うたのおおがみ

　　６３３-２２０４・奈良県宇陀市菟田野大澤・うたのおおさわ

　　６３３-２２１３・奈良県宇陀市菟田野上芳野・うたのかみほうの

　　６３３-２２２２・奈良県宇陀市菟田野駒帰・うたのこまがえり

　　６３３-２２２４・奈良県宇陀市菟田野佐倉・うたのさくら

　　６３３-２２１２・奈良県宇陀市菟田野下芳野・うたのしもほうの

　　６３３-２２１５・奈良県宇陀市菟田野東郷・うたのとうごう

　　６３３-２２１１・奈良県宇陀市菟田野入谷・うたのにゆうだに

　　６３３-２２０１・奈良県宇陀市菟田野平井・うたのひらい

　　６３３-２２２６・奈良県宇陀市菟田野古市場・うたのふるいちはﾞ

　　６３３-２２０５・奈良県宇陀市菟田野別所・うたのべつしよ

　　６３３-２２２１・奈良県宇陀市菟田野松井・うたのまつい

　　６３３-２２０３・奈良県宇陀市菟田野見田・うたのみた

　　６３３-２１０５・奈良県宇陀市大宇陀麻生田・おおうだあそだ

　　６３３-２１０１・奈良県宇陀市大宇陀五津・おおうだいつつ

　　６３３-２１６２・奈良県宇陀市大宇陀出新・おおうだいでしん

　　６３３-２１２６・奈良県宇陀市大宇陀岩清水・おおうだいわしみず

　　６３３-２１１６・奈良県宇陀市大宇陀岩室・おおうだいわむろ

　　６３３-２１１１・奈良県宇陀市大宇陀内原・おおうだうちはら

　　６３３-２１０７・奈良県宇陀市大宇陀嬉河原・おおうだうれしがわら

　　６３３-２１３６・奈良県宇陀市大宇陀大熊・おおうだおおくま

　　６３３-２１１４・奈良県宇陀市大宇陀春日・おおうだかすが

　　６３３-２１７４・奈良県宇陀市大宇陀上・おおうだかみ



　　６３３-２１４１・奈良県宇陀市大宇陀上片岡・おおうだかみかたおか

　　６３３-２１３３・奈良県宇陀市大宇陀上品・おおうだかみしな

　　６３３-２１６１・奈良県宇陀市大宇陀上新・おおうだかみしん

　　６３３-２１７１・奈良県宇陀市大宇陀上茶・おおうだかみちや

　　６３３-２１７３・奈良県宇陀市大宇陀上中・おおうだかみなか

　　６３３-２１７２・奈良県宇陀市大宇陀上本・おおうだかみほん

　　６３３-２１０４・奈良県宇陀市大宇陀口今井・おおうだくちいまい

　　６３３-２１４４・奈良県宇陀市大宇陀栗野・おおうだくりの

　　６３３-２１５５・奈良県宇陀市大宇陀黒木・おおうだくろぎ

　　６３３-２１７６・奈良県宇陀市大宇陀小出口・おおうだこいでぐち

　　６３３-２１１２・奈良県宇陀市大宇陀小附・おおうだこうつけ

　　６３３-２１３４・奈良県宇陀市大宇陀小和田・おおうだこわだ

　　６３３-２１２４・奈良県宇陀市大宇陀才ケ辻・おおうださいがつじ

　　６３３-２１１７・奈良県宇陀市大宇陀芝生・おおうだしほﾞう

　　６３３-２１３７・奈良県宇陀市大宇陀下片岡・おおうだしもかたおか

　　６３３-２１３２・奈良県宇陀市大宇陀下品・おおうだしもしな

　　６３３-２１１３・奈良県宇陀市大宇陀下竹・おおうだしもたけ

　　６３３-２１７０・奈良県宇陀市大宇陀下茶・おおうだしもちや

　　６３３-２１７７・奈良県宇陀市大宇陀下出口・おおうだしもでぐち

　　６３３-２１７８・奈良県宇陀市大宇陀下中・おおうだしもなか

　　６３３-２１７９・奈良県宇陀市大宇陀下本・おおうだしもほん

　　６３３-２１５３・奈良県宇陀市大宇陀下宮奥・おおうだしもみやのおく

　　６３３-２１３８・奈良県宇陀市大宇陀白鳥居・おおうだしらとりい

　　６３３-２１５２・奈良県宇陀市大宇陀関戸・おおうだせきど

　　６３３-２１５１・奈良県宇陀市大宇陀大東・おおうだだいとう

　　６３３-２１４２・奈良県宇陀市大宇陀田原・おおうだたわら

　　６３３-２１２２・奈良県宇陀市大宇陀調子・ おおうだちようじ

　　６３３-２１２１・奈良県宇陀市大宇陀塚脇・おおうだつかわき

　　６３３-２１７５・奈良県宇陀市大宇陀中新・おおうだなかしん

　　６３３-２１６５・奈良県宇陀市大宇陀中庄・おおうだなかのしよう

　　６３３-２１１５・奈良県宇陀市大宇陀西山・おおうだにしやま

　　６３３-２１０３・奈良県宇陀市大宇陀野依・おおうだのより

　　６３３-２１６６・奈良県宇陀市大宇陀迫間・おおうだはさま

　　６３３-２１０８・奈良県宇陀市大宇陀半阪・おおうだはんさか

　　６３３-２１３５・奈良県宇陀市大宇陀東平尾・おおうだひがしひらお

　　６３３-２１０２・奈良県宇陀市大宇陀平尾・おおうだひらお

　　６３３-２１６４・奈良県宇陀市大宇陀拾生・おおうだひろう

　　６３３-２１２３・奈良県宇陀市大宇陀藤井・おおうだふじい

　　６３３-２１５６・奈良県宇陀市大宇陀本郷・おおうだほんごう

　　６３３-２１４３・奈良県宇陀市大宇陀牧・おおうだまき

　　６３３-２１０６・奈良県宇陀市大宇陀馬取柿・おおうだまとりがき

　　６３３-２１６３・奈良県宇陀市大宇陀万六・おおうだまんろく

　　６３３-２１５４・奈良県宇陀市大宇陀宮奥・おおうだみやのおく

　　６３３-２１２５・奈良県宇陀市大宇陀守道・おおうだもち

　　６３３-２１３９・奈良県宇陀市大宇陀山口・おおうだやまぐち

　　６３３-２１３１・奈良県宇陀市大宇陀和田・おおうだわだ

　　６３３-０２０７・奈良県宇陀市榛原赤瀬・はいはﾞらあかぜ

　　６３３-０２５６・奈良県宇陀市榛原あかね台・はいはﾞらあかねだい

　　６３３-０２１３・奈良県宇陀市榛原赤埴・はいはﾞらあかはﾞね

　　６３３-０２３１・奈良県宇陀市榛原足立・はいはﾞらあだち

　　６３３-０２４３・奈良県宇陀市榛原雨師・ はいはﾞらあめじ

　　６３３-０２３２・奈良県宇陀市榛原池上・はいはﾞらいけがみ

　　６３３-０２２３・奈良県宇陀市榛原石田・はいはﾞらいしだ

　　６３３-０２１５・奈良県宇陀市榛原内牧・はいはﾞらうちまき

　　６３３-０２２５・奈良県宇陀市榛原大貝・はいはﾞらおおがい

　　６３３-０２０１・奈良県宇陀市榛原戒場・はいはﾞらかいはﾞ

　　６３３-０２４５・奈良県宇陀市榛原笠間・はいはﾞらかさま

　　６３３-０２２２・奈良県宇陀市榛原上井足・はいはﾞらかみいだに

　　６３３-０２２８・奈良県宇陀市榛原栗谷・はいはﾞらくりだに

　　６３３-０２５２・奈良県宇陀市榛原桜が丘・はいはﾞらさくらがおか

　　６３３-０２４２・奈良県宇陀市榛原篠楽・はいはﾞらささがく

　　６３３-０２２６・奈良県宇陀市榛原澤・はいはﾞらさわ

　　６３３-０２２７・奈良県宇陀市榛原三宮寺・はいはﾞらさんぐうじ

　　６３３-０２１７・奈良県宇陀市榛原自明・はいはﾞらじみよう

　　６３３-０２４１・奈良県宇陀市榛原下井足・はいはﾞらしもいだに

　　６３３-０２１２・奈良県宇陀市榛原高井・はいはﾞらたかい

　　６３３-０２３４・奈良県宇陀市榛原高塚・はいはﾞらたかつか

　　６３３-０２５４・奈良県宇陀市榛原高萩台・はいはﾞらたかはぎだい

　　６３３-０２５５・奈良県宇陀市榛原角柄・はいはﾞらつのがわら

　　６３３-０２０６・奈良県宇陀市榛原天満台西・ はいはﾞらてんまだいにじ



　　６３３-０２０５・奈良県宇陀市榛原天満台東・ はいはﾞらてんまだいひがじ

　　６３３-０２０３・奈良県宇陀市榛原長峯・はいはﾞらながみね

　　６３３-０２１１・奈良県宇陀市榛原荷阪・はいはﾞらにざか

　　６３３-０２０８・奈良県宇陀市榛原額井・はいはﾞらぬかい

　　６３３-０２２１・奈良県宇陀市榛原萩乃里・はいはﾞらはぎのさと

　　６３３-０２５３・奈良県宇陀市榛原萩原・はいはﾞらはぎはら

　　６３３-０２５７・奈良県宇陀市榛原榛見が丘・はいはﾞらはるみがおか

　　６３３-０２５１・奈良県宇陀市榛原ひのき坂・はいはﾞらひのきざか

　　６３３-０２１８・奈良県宇陀市榛原檜牧・はいはﾞらひのまき

　　６３３-０２３５・奈良県宇陀市榛原比布・はいはﾞらひふ

　　６３３-０２０４・奈良県宇陀市榛原福地・はいはﾞらふくち

　　６３３-０２３３・奈良県宇陀市榛原福西・ はいはﾞらふくにじ

　　６３３-０２３６・奈良県宇陀市榛原母里・はいはﾞらもり

　　６３３-０２１４・奈良県宇陀市榛原諸木野・はいはﾞらもろきの

　　６３３-０２４４・奈良県宇陀市榛原安田・はいはﾞらやすだ

　　６３３-０２１６・奈良県宇陀市榛原八滝・はいはﾞらやたき

　　６３３-０２４６・奈良県宇陀市榛原柳・はいはﾞらやなぎ

　　６３３-０２２４・奈良県宇陀市榛原山路・はいはﾞらやまじ

　　６３３-０２０２・奈良県宇陀市榛原山辺三・はいはﾞらやまべさん

　　６３３-０４２１・奈良県宇陀市室生・むろう

　　６３３-０３１５・奈良県宇陀市室生大野・むろうおおの

　　６３２-０２０４・奈良県宇陀市室生小原・むろうおはら

　　６３２-０２０２・奈良県宇陀市室生上笠間・むろうかみかさま

　　６３３-０４２５・奈良県宇陀市室生黒岩・むろうくろいわ

　　６３３-０３１７・奈良県宇陀市室生三本松・むろうさんほﾞんまつ

　　６３２-０２０１・奈良県宇陀市室生下笠間・むろうしもかさま

　　６３３-０４２２・奈良県宇陀市室生下田口・むろうしもたぐち

　　６３２-０２０５・奈良県宇陀市室生染田・むろうそめだ

　　６３３-０３１３・奈良県宇陀市室生瀧谷・むろうたきだに

　　６３３-０４２４・奈良県宇陀市室生田口元上田口・むろうたぐちもとかみたぐち

　　６３３-０４２３・奈良県宇陀市室生田口元角川・むろうたぐちもとつのがわ

　　６３２-０２０６・奈良県宇陀市室生多田・むろうただ

　　６３３-０３１４・奈良県宇陀市室生砥取・むろうととり

　　６３３-０３１２・奈良県宇陀市室生西谷・むろうにしたに

　　６３２-０２０３・奈良県宇陀市室生深野・むろうふかの

　　６３３-０３１６・奈良県宇陀市室生向渕・むろうむこうちﾞ

　　６３２-０２０７・奈良県宇陀市室生無山・むろうむやま

　　６３３-０３１１・奈良県宇陀市室生龍口・むろうりゆうぐち

　　６３０-００００・奈良県山辺郡山添村・・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６３０-２２３２・奈良県山辺郡山添村岩屋・いわや

　　６３０-２３５５・奈良県山辺郡山添村鵜山・うやま

　　６３０-２２１２・奈良県山辺郡山添村大塩・おおしお

　　６３０-２３４４・奈良県山辺郡山添村, 大西"・ おおにじ

　　６３０-２３４１・奈良県山辺郡山添村遅瀬・おそせ

　　６３０-２３４３・奈良県山辺郡山添村春日・かすが

　　６３０-２３５６・奈良県山辺郡山添村片平・かたひら

　　６３０-２２３１・奈良県山辺郡山添村勝原・かつはら

　　６３０-２２１１・奈良県山辺郡山添村北野・きたの

　　６３０-２２３４・奈良県山辺郡山添村切幡・きりはた

　　６３０-２２０５・奈良県山辺郡山添村桐山・きりやま

　　６３０-２３５７・奈良県山辺郡山添村葛尾・くずお

　　６３０-２２３３・奈良県山辺郡山添村毛原・けはら

　　６３０-２３４５・奈良県山辺郡山添村菅生・すごう

　　６３０-２２２４・奈良県山辺郡山添村助命・ぜみよう

　　６３０-２３５１・奈良県山辺郡山添村中峰山・ちゆうむざん

　　６３０-２２２２・奈良県山辺郡山添村堂前・どうまえ

　　６３０-２３５２・奈良県山辺郡山添村中之庄・なかのしよう

　　６３０-２３４６・奈良県山辺郡山添村西波多・にしはた

　　６３０-２３５４・奈良県山辺郡山添村広瀬・ひろせ

　　６３０-２３４２・奈良県山辺郡山添村広代・ひろだい

　　６３０-２２２５・奈良県山辺郡山添村伏拝・ふしおがみ

　　６３０-２２０３・奈良県山辺郡山添村松尾・まつお

　　６３０-２２０２・奈良県山辺郡山添村的野・まとの

　　６３０-２２２３・奈良県山辺郡山添村三ケ谷・みかだに

　　６３０-２２０１・奈良県山辺郡山添村峰寺・みねでら

　　６３０-２２２１・奈良県山辺郡山添村箕輪・みのわ

　　６３０-２２０４・奈良県山辺郡山添村室津・むろつﾞ

　　６３０-２３５３・奈良県山辺郡山添村吉田・よしだ

　　６３６-００００・奈良県生駒郡平群町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６３６-０９４４・奈良県生駒郡平群町櫟原・いちはら



　　６３６-０９１５・奈良県生駒郡平群町春日丘・かすがおか

　　６３６-０９０５・奈良県生駒郡平群町上庄・かみしよう

　　６３６-０９０６・奈良県生駒郡平群町菊美台・きくみだい

　　６３６-０９１３・奈良県生駒郡平群町北信貴ケ丘・きたしぎがおか

　　６３６-０９２４・奈良県生駒郡平群町久安寺・きゆうあんじ

　　６３６-０９２５・奈良県生駒郡平群町越木塚・こしきつﾞか

　　６３６-０９２３・奈良県生駒郡平群町信貴山・しぎさん

　　６３６-０９２２・奈良県生駒郡平群町信貴畑・しぎはた

　　６３６-０９０１・奈良県生駒郡平群町椣原・しではら

　　６３６-０９３３・奈良県生駒郡平群町下垣内・しもがいと

　　６３６-０９０２・奈良県生駒郡平群町白石畑・しらいしはﾞた

　　６３６-０９１２・奈良県生駒郡平群町竜田川・たつたがわ

　　６３６-０９１１・奈良県生駒郡平群町椿井・つはﾞい

　　６３６-０９４３・奈良県生駒郡平群町椿台・つはﾞきだい

　　６３６-０９３１・奈良県生駒郡平群町梨本・なしもと

　　６３６-０９４５・奈良県生駒郡平群町鳴川・なるかわ

　　６３６-０９１４・奈良県生駒郡平群町西宮・にしのみや

　　６３６-０９４２・奈良県生駒郡平群町西向・にしむかい

　　６３６-０９３４・奈良県生駒郡平群町初香台・はつかだい

　　６３６-０９３５・奈良県生駒郡平群町光ケ丘・ひかりがおか

　　６３６-０９０３・奈良県生駒郡平群町平等寺・びようどうじ

　　６３６-０９３６・奈良県生駒郡平群町福貴・ふき

　　６３６-０９３７・奈良県生駒郡平群町福貴畑・ふきはた

　　６３６-０９２１・奈良県生駒郡平群町椹原・ふしはら

　　６３６-０９０４・奈良県生駒郡平群町三里・みさと

　　６３６-０９４１・奈良県生駒郡平群町緑ケ丘・みどりがおか

　　６３６-０９３２・奈良県生駒郡平群町吉新・よししん

　　６３６-０９１６・奈良県生駒郡平群町若井・わかい

　　６３６-０９３８・奈良県生駒郡平群町若葉台・わかはﾞだい

　　６３６-００００・奈良県生駒郡三郷町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６３６-０８１３・奈良県生駒郡三郷町信貴ケ丘・しぎがおか

　　６３６-０８３１・奈良県生駒郡三郷町信貴山東・ しぎさんひがじ

　　６３６-０８３２・奈良県生駒郡三郷町信貴山西・ しぎさんにじ

　　６３６-０８３３・奈良県生駒郡三郷町信貴南畑・しぎみなみはた

　　６３６-０８２４・奈良県生駒郡三郷町城山台・しろやまだい

　　６３６-０８１４・奈良県生駒郡三郷町勢野・せや

　　６３６-０８１５・奈良県生駒郡三郷町勢野北・せやきた

　　６３６-０８１１・奈良県生駒郡三郷町勢野東・ せやひがじ

　　６３６-０８１２・奈良県生駒郡三郷町勢野西・ せやにじ

　　６３６-０８２３・奈良県生駒郡三郷町立野・たつの

　　６３６-０８２２・奈良県生駒郡三郷町立野南・たつのみなみ

　　６３６-０８２１・奈良県生駒郡三郷町立野北・たつのきた

　　６３６-０８０３・奈良県生駒郡三郷町東信貴ケ丘・ひがししぎがおか

　　６３６-０８３４・奈良県生駒郡三郷町南畑・みなみはた

　　６３６-０８０５・奈良県生駒郡三郷町美松ケ丘東・ みまつがおかひがじ

　　６３６-０８０４・奈良県生駒郡三郷町美松ケ丘西・ みまつがおかにじ

　　６３６-０８０２・奈良県生駒郡三郷町三室・みむろ

　　６３６-０８０１・奈良県生駒郡三郷町夕陽ケ丘・ゆうひがおか

　　６３６-０１００・奈良県生駒郡斑鳩町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６３６-０１２２・奈良県生駒郡斑鳩町阿波・あわ

　　６３６-０１２４・奈良県生駒郡斑鳩町五百井・いおい

　　６３６-０１４４・奈良県生駒郡斑鳩町稲葉西・ いなはﾞにじ

　　６３６-０１４１・奈良県生駒郡斑鳩町稲葉車瀬・いなはﾞくるませ

　　６３６-０１０２・奈良県生駒郡斑鳩町岡本・おかもと

　　６３６-０１２３・奈良県生駒郡斑鳩町興留・おきどめ

　　６３６-０１２１・奈良県生駒郡斑鳩町興留東・ おきどめひがじ

　　６３６-０１０３・奈良県生駒郡斑鳩町幸前・こうぜん

　　６３６-０１４２・奈良県生駒郡斑鳩町小吉田・こよしだ

　　６３６-０１４３・奈良県生駒郡斑鳩町神南・じんなん

　　６３６-０１０４・奈良県生駒郡斑鳩町高安・たかやす

　　６３６-０１０６・奈良県生駒郡斑鳩町高安西・ たかやすにじ

　　６３６-０１５２・奈良県生駒郡斑鳩町龍田・たつた

　　６３６-０１５４・奈良県生駒郡斑鳩町龍田西・ たつたにじ

　　６３６-０１５３・奈良県生駒郡斑鳩町龍田南・たつたみなみ

　　６３６-０１５１・奈良県生駒郡斑鳩町龍田北・たつたきた

　　６３６-０１０５・奈良県生駒郡斑鳩町東福寺・とうふくじ

　　６３６-０１３１・奈良県生駒郡斑鳩町服部・はつとり

　　６３６-０１１６・奈良県生駒郡斑鳩町法隆寺・ほうりゆうじ

　　６３６-０１１５・奈良県生駒郡斑鳩町法隆寺山内・ほうりゆうじさんない

　　６３６-０１１２・奈良県生駒郡斑鳩町法隆寺東・ ほうりゆうじひがじ



　　６３６-０１１４・奈良県生駒郡斑鳩町法隆寺西・ ほうりゆうじにじ

　　６３６-０１１３・奈良県生駒郡斑鳩町法隆寺南・ほうりゆうじみなみ

　　６３６-０１１１・奈良県生駒郡斑鳩町法隆寺北・ほうりゆうじきた

　　６３６-０１０１・奈良県生駒郡斑鳩町三井・みい

　　６３６-０１３２・奈良県生駒郡斑鳩町目安・めやす

　　６３６-０１３３・奈良県生駒郡斑鳩町目安北・めやすきた

　　６３９-１１００・奈良県生駒郡安堵町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６３９-１０６２・奈良県生駒郡安堵町岡崎・おかさき

　　６３９-１０６５・奈良県生駒郡安堵町笠目・かさめ

　　６３９-１０６３・奈良県生駒郡安堵町かしの木台・かしのきだい

　　６３９-１０６４・奈良県生駒郡安堵町窪田・くほﾞた

　　６３９-１０６６・奈良県生駒郡安堵町西安堵・にしあんど

　　６３９-１０６１・奈良県生駒郡安堵町東安堵・ひがしあんど

　　６３６-０３００・奈良県磯城郡川西町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６３６-０２０３・奈良県磯城郡川西町梅戸・うめど

　　６３６-０２０１・奈良県磯城郡川西町下永・しもなが

　　６３６-０２０４・奈良県磯城郡川西町唐院・とういん

　　６３６-０２０６・奈良県磯城郡川西町吐田・はんだ

　　６３６-０２０５・奈良県磯城郡川西町保田・ほた

　　６３６-０２０２・奈良県磯城郡川西町結崎・ゆうざき

　　６３６-０３００・奈良県磯城郡三宅町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６３６-０２１２・奈良県磯城郡三宅町石見・いわみ

　　６３６-０２１６・奈良県磯城郡三宅町小柳・おやなぎ

　　６３６-０２１５・奈良県磯城郡三宅町上但馬・かみたじま

　　６３６-０２１４・奈良県磯城郡三宅町但馬・たじま

　　６３６-０２１３・奈良県磯城郡三宅町伴堂・ともんどう

　　６３６-０２１７・奈良県磯城郡三宅町屏風・びようぶ

　　６３６-０２１１・奈良県磯城郡三宅町三河・みかわ

　　６３６-０３００・奈良県磯城郡田原本町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６３６-０３１３・奈良県磯城郡田原本町旭町・あさひまち

　　６３６-０２４５・奈良県磯城郡田原本町味間・あじま

　　６３６-０３２９・奈良県磯城郡田原本町味間町・あじままち

　　６３６-０３３２・奈良県磯城郡田原本町市町・いちまち

　　６３６-０２２４・奈良県磯城郡田原本町今里・いまざと

　　６３６-０２４３・奈良県磯城郡田原本町伊与戸・いよど

　　６３６-０３３１・奈良県磯城郡田原本町魚町・うおまち

　　６３６-０３１４・奈良県磯城郡田原本町戎通・えびすどおり

　　６３６-０３４５・奈良県磯城郡田原本町多・おお

　　６３６-０３５３・奈良県磯城郡田原本町大網・おおあみ

　　６３６-０２４２・奈良県磯城郡田原本町大木・おおぎ

　　６３６-０２２３・奈良県磯城郡田原本町鍵・かぎ

　　６３６-０３２２・奈良県磯城郡田原本町郭内・かくない

　　６３６-０２４４・奈良県磯城郡田原本町笠形・かさがた

　　６３６-０２３２・奈良県磯城郡田原本町金沢・かなざわ

　　６３６-０２２６・奈良県磯城郡田原本町唐古・からこ

　　６３６-０３３３・奈良県磯城郡田原本町祗園町・ぎおんまち

　　６３６-０２３４・奈良県磯城郡田原本町蔵堂・くらどう

　　６３６-０３０１・奈良県磯城郡田原本町黒田・くろだ

　　６３６-０２３７・奈良県磯城郡田原本町小阪・こさか

　　６３６-０３３９・奈良県磯城郡田原本町小室・こむろ

　　６３６-０３５２・奈良県磯城郡田原本町金剛寺・こんごうじ

　　６３６-０３２８・奈良県磯城郡田原本町材木町・ざいもくまち

　　６３６-０３１５・奈良県磯城郡田原本町幸町・さいわいまち

　　６３６-０３２７・奈良県磯城郡田原本町堺町・さかいまち

　　６３６-０２４７・奈良県磯城郡田原本町阪手・さかて

　　６３６-０３５５・奈良県磯城郡田原本町佐味・さみ

　　６３６-０３０４・奈良県磯城郡田原本町十六面・じゆうろくせん

　　６３６-０３２６・奈良県磯城郡田原本町新地・しんち

　　６３６-０３１２・奈良県磯城郡田原本町新町・しんまち

　　６３６-０２３３・奈良県磯城郡田原本町為川南方・ためがわなんほﾟう

　　６３６-０２３１・奈良県磯城郡田原本町為川北方・ためがわほつほﾟう

　　６３６-０２４８・奈良県磯城郡田原本町大安寺・だいあんじ

　　６３６-０３３６・奈良県磯城郡田原本町大門中・だいもんなか

　　６３６-０３３５・奈良県磯城郡田原本町大門東・ だいもんひがじ

　　６３６-０３３７・奈良県磯城郡田原本町大門西・ だいもんにじ

　　６３６-０２４６・奈良県磯城郡田原本町千代・ちしろ

　　６３６-０３３８・奈良県磯城郡田原本町茶町・ちやまち

　　６３６-０３１７・奈良県磯城郡田原本町殿町・とのまち

　　６３６-０３０７・奈良県磯城郡田原本町富本・とんもと

　　６３６-０３４７・奈良県磯城郡田原本町新木・にき



　　６３６-０２３６・奈良県磯城郡田原本町西井上・にしいね

　　６３６-０３０６・奈良県磯城郡田原本町西竹田・にしたけだ

　　６３６-０２２５・奈良県磯城郡田原本町西代・にしんだい

　　６３６-０３２３・奈良県磯城郡田原本町根太口・ねぶとぐち

　　６３６-０３４３・奈良県磯城郡田原本町秦庄・はたのしよう

　　６３６-０２２１・奈良県磯城郡田原本町八田・はつた

　　６３６-０２３５・奈良県磯城郡田原本町東井上・ひがしいね

　　６３６-０２４１・奈良県磯城郡田原本町平田・ひらた

　　６３６-０３０５・奈良県磯城郡田原本町平野・ひらの

　　６３６-０２２２・奈良県磯城郡田原本町法貴寺・ほうきじ

　　６３６-０３０３・奈良県磯城郡田原本町保津・ほつ

　　６３６-０３３４・奈良県磯城郡田原本町本町・ほんまち

　　６３６-０３５１・奈良県磯城郡田原本町松本・まつもと

　　６３６-０３５４・奈良県磯城郡田原本町満田・まんだ

　　６３６-０３４２・奈良県磯城郡田原本町三笠・みかさ

　　６３６-０３２５・奈良県磯城郡田原本町南町・みなみまち

　　６３６-０３０２・奈良県磯城郡田原本町宮古・みやこ

　　６３６-０３４４・奈良県磯城郡田原本町宮森・みやのもり

　　６３６-０３２４・奈良県磯城郡田原本町三輪町・みわまち

　　６３６-０３１６・奈良県磯城郡田原本町室町・むろまち

　　６３６-０３１１・奈良県磯城郡田原本町八尾・やお

　　６３６-０３４１・奈良県磯城郡田原本町薬王寺・やくおうじ

　　６３６-０３２１・奈良県磯城郡田原本町八幡町・やはたまち

　　６３６-０３４６・奈良県磯城郡田原本町矢部・やべ

　　６３３-１２００・奈良県宇陀郡曽爾村・・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６３３-１２０１・奈良県宇陀郡曽爾村伊賀見・いがみ

　　６３３-１２１２・奈良県宇陀郡曽爾村今井・いまい

　　６３３-１２１５・奈良県宇陀郡曽爾村掛・かけ

　　６３３-１２０３・奈良県宇陀郡曽爾村葛・かずら

　　６３３-１２１３・奈良県宇陀郡曽爾村小長尾・こながお

　　６３３-１２１１・奈良県宇陀郡曽爾村塩井・しおい

　　６３３-１２０２・奈良県宇陀郡曽爾村太良路・たろじ

　　６３３-１２１４・奈良県宇陀郡曽爾村長野・ながの

　　６３３-１２１６・奈良県宇陀郡曽爾村山粕・やまがす

　　６３３-１３００・奈良県宇陀郡御杖村・・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６３３-１３０１・奈良県宇陀郡御杖村神末・こうずえ

　　６３３-１３０２・奈良県宇陀郡御杖村菅野・すがの

　　６３３-１３０３・奈良県宇陀郡御杖村土屋原・つちやはら

　　６３３-１３０４・奈良県宇陀郡御杖村桃俣・もものまた

　　６３５-０１００・奈良県高市郡高取町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６３５-０１２３・奈良県高市郡高取町市尾・いちお

　　６３５-０１４４・奈良県高市郡高取町越智・おち

　　６３５-０１０４・奈良県高市郡高取町上子島・かみこしま

　　６３５-０１５２・奈良県高市郡高取町上土佐・かみとさ

　　６３５-０１５４・奈良県高市郡高取町観覚寺・かんがくじ

　　６３５-０１３３・奈良県高市郡高取町吉備・きび

　　６３５-０１４３・奈良県高市郡高取町車木・くるまき

　　６３５-０１３１・奈良県高市郡高取町佐田・さだ

　　６３５-０１３４・奈良県高市郡高取町薩摩・さつま

　　６３５-０１０３・奈良県高市郡高取町清水谷・しみずたに

　　６３５-０１５１・奈良県高市郡高取町下子島・しもこしま

　　６３５-０１５３・奈良県高市郡高取町下土佐・しもとさ

　　６３５-０１３５・奈良県高市郡高取町田井庄・たいのしよう

　　６３５-０１０１・奈良県高市郡高取町高取・たかとり

　　６３５-０１０２・奈良県高市郡高取町壺阪・つほﾞさか

　　６３５-０１４２・奈良県高市郡高取町寺崎・てらさき

　　６３５-０１２１・奈良県高市郡高取町丹生谷・にうだに

　　６３５-０１３６・奈良県高市郡高取町兵庫・ひようご

　　６３５-０１１２・奈良県高市郡高取町藤井・ふじい

　　６３５-０１１３・奈良県高市郡高取町羽内・ほうち

　　６３５-０１１１・奈良県高市郡高取町松山・まつやま

　　６３５-０１３２・奈良県高市郡高取町森・もり

　　６３５-０１２２・奈良県高市郡高取町谷田・やた

　　６３５-０１４１・奈良県高市郡高取町与楽・ようらく

　　６３４-０１００・奈良県高市郡明日香村・・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６３４-０１０３・奈良県高市郡明日香村飛鳥・あすか

　　６３４-０１３４・奈良県高市郡明日香村阿部山・あべやま

　　６３４-０１０８・奈良県高市郡明日香村雷・いかつち

　　６３４-０１２３・奈良県高市郡明日香村稲渕・いなぶち

　　６３４-０１２１・奈良県高市郡明日香村祝戸・いわいど



　　６３４-０１１６・奈良県高市郡明日香村尾曽・おおそ

　　６３４-０１３３・奈良県高市郡明日香村大根田・おおねだ

　　６３４-０１１１・奈良県高市郡明日香村岡・おか

　　６３４-０１０２・奈良県高市郡明日香村奥山・おくやま

　　６３４-０１０６・奈良県高市郡明日香村小原・おおはら

　　６３４-０１１５・奈良県高市郡明日香村上・かむら

　　６３４-０１２４・奈良県高市郡明日香村栢森・かやもり

　　６３４-０１４１・奈良県高市郡明日香村川原・かわはら

　　６３４-０１３２・奈良県高市郡明日香村栗原・くりはら

　　６３４-０１３８・奈良県高市郡明日香村, 越"・ こじ

　　６３４-０１０１・奈良県高市郡明日香村小山・こやま

　　６３４-０１２２・奈良県高市郡明日香村阪田・さかだ

　　６３４-０１３６・奈良県高市郡明日香村地ノ窪・じのくほﾞ

　　６３４-０１１２・奈良県高市郡明日香村島庄・しましよう

　　６３４-０１１３・奈良県高市郡明日香村上居・じようご

　　６３４-０１４２・奈良県高市郡明日香村橘・たちはﾞな

　　６３４-０１４３・奈良県高市郡明日香村立部・たちべ

　　６３４-０１０７・奈良県高市郡明日香村豊浦・とようら

　　６３４-０１２５・奈良県高市郡明日香村入谷・にゆうだに

　　６３４-０１４５・奈良県高市郡明日香村野口・のぐち

　　６３４-０１１８・奈良県高市郡明日香村畑・はた

　　６３４-０１０５・奈良県高市郡明日香村東山・ひがしやま

　　６３４-０１３５・奈良県高市郡明日香村檜前・ひのくま

　　６３４-０１４４・奈良県高市郡明日香村平田・ひらた

　　６３４-０１１７・奈良県高市郡明日香村冬野・ふゆの

　　６３４-０１１４・奈良県高市郡明日香村細川・ほそかわ

　　６３４-０１３７・奈良県高市郡明日香村真弓・まゆみ

　　６３４-０１３１・奈良県高市郡明日香村御園・みその

　　６３４-０１０４・奈良県高市郡明日香村八釣・やつり

　　６３９-０２００・奈良県北葛城郡上牧町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６３９-０２０１・奈良県北葛城郡上牧町片岡台・かたおかだい

　　６３９-０２１５・奈良県北葛城郡上牧町葛城台・かつらぎだい

　　６３９-０２１４・奈良県北葛城郡上牧町上牧・かんまき

　　６３９-０２０２・奈良県北葛城郡上牧町桜ケ丘・さくらがおか

　　６３９-０２１８・奈良県北葛城郡上牧町ささゆり台・ささゆりだい

　　６３９-０２０５・奈良県北葛城郡上牧町下牧・しもまき

　　６３９-０２１６・奈良県北葛城郡上牧町松里園・しようりえん

　　６３９-０２１１・奈良県北葛城郡上牧町滝川台・たきがわだい

　　６３９-０２０３・奈良県北葛城郡上牧町友が丘・ともがおか

　　６３９-０２１７・奈良県北葛城郡上牧町中筋出作・なかすじしゆつさく

　　６３９-０２１２・奈良県北葛城郡上牧町服部台・はつとりだい

　　６３９-０２０４・奈良県北葛城郡上牧町緑ケ丘・みどりがおか

　　６３９-０２０６・奈良県北葛城郡上牧町ゆりが丘・ゆりがおか

　　６３９-０２１３・奈良県北葛城郡上牧町米山台・よねやまだい

　　６３６-００００・奈良県北葛城郡王寺町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６３６-０００２・奈良県北葛城郡王寺町王寺・おうじ

　　６３６-００１１・奈良県北葛城郡王寺町葛下・かつしも

　　６３６-０００３・奈良県北葛城郡王寺町久度・くど

　　６３６-００２３・奈良県北葛城郡王寺町太子・ たいじ

　　６３６-００２１・奈良県北葛城郡王寺町畠田・はたけだ

　　６３６-００１４・奈良県北葛城郡王寺町藤井・ふじい

　　６３６-０００１・奈良県北葛城郡王寺町舟戸・ふなと

　　６３６-００１２・奈良県北葛城郡王寺町本町・ほんまち

　　６３６-００１５・奈良県北葛城郡王寺町南元町・みなみもとまち

　　６３６-００２２・奈良県北葛城郡王寺町明神・みようじん

　　６３６-００１３・奈良県北葛城郡王寺町元町・もとまち

　　６３５-００００・奈良県北葛城郡広陵町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６３５-０８２５・奈良県北葛城郡広陵町安部・あべ

　　６３５-０８３１・奈良県北葛城郡広陵町馬見北・うまみきた

　　６３５-０８３２・奈良県北葛城郡広陵町馬見中・うまみなか

　　６３５-０８３３・奈良県北葛城郡広陵町馬見南・うまみみなみ

　　６３５-０８３４・奈良県北葛城郡広陵町大塚・おおつか

　　６３５-０８０３・奈良県北葛城郡広陵町大野・おおの

　　６３５-０８０１・奈良県北葛城郡広陵町大場・おおはﾞ

　　６３５-０８２１・奈良県北葛城郡広陵町笠・かさ

　　６３５-０８０５・奈良県北葛城郡広陵町萱野・かやの

　　６３５-０８１３・奈良県北葛城郡広陵町百済・くだら

　　６３５-０８１５・奈良県北葛城郡広陵町古寺・こでら

　　６３５-０８０４・奈良県北葛城郡広陵町沢・さわ

　　６３５-０８１７・奈良県北葛城郡広陵町寺戸・てらど



　　６３５-０８１６・奈良県北葛城郡広陵町中・なか

　　６３５-０８１４・奈良県北葛城郡広陵町南郷・なんごう

　　６３５-０８２４・奈良県北葛城郡広陵町疋相・ひきそ

　　６３５-０８２２・奈良県北葛城郡広陵町平尾・ひらお

　　６３５-０８１２・奈良県北葛城郡広陵町広瀬・ひろせ

　　６３５-０８１１・奈良県北葛城郡広陵町弁財天・べざいてん

　　６３５-０８０２・奈良県北葛城郡広陵町的場・まとはﾞ

　　６３５-０８３５・奈良県北葛城郡広陵町みささぎ台・みささぎだい

　　６３５-０８２３・奈良県北葛城郡広陵町三吉・ みつよじ

　　６３５-０８１８・奈良県北葛城郡広陵町南・みなみ

　　６３６-００００・奈良県北葛城郡河合町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６３６-００５３・奈良県北葛城郡河合町池部・いけべ

　　６３６-００９１・奈良県北葛城郡河合町泉台・いずみだい

　　６３６-００５７・奈良県北葛城郡河合町彩りの杜・いろどりのもり

　　６３６-００９３・奈良県北葛城郡河合町大輪田・おおわだ

　　６３６-００５１・奈良県北葛城郡河合町川合・かわい

　　６３６-００８２・奈良県北葛城郡河合町薬井・くすりい

　　６３６-００６３・奈良県北葛城郡河合町久美ケ丘・くみがおか

　　６３６-００６２・奈良県北葛城郡河合町佐味田・さみた

　　６３６-００９２・奈良県北葛城郡河合町城内・じようない

　　６３６-００８１・奈良県北葛城郡河合町星和台・せいわだい

　　６３６-００７１・奈良県北葛城郡河合町高塚台・たかつかだい

　　６３６-００５２・奈良県北葛城郡河合町長楽・ちようらく

　　６３６-００７２・奈良県北葛城郡河合町中山台・なかやまだい

　　６３６-００５４・奈良県北葛城郡河合町穴闇・なぐら

　　６３６-００５５・奈良県北葛城郡河合町西穴闇・にしなぐら

　　６３６-００５６・奈良県北葛城郡河合町西山台・にしやまだい

　　６３６-００７３・奈良県北葛城郡河合町広瀬台・ひろせだい

　　６３６-００６１・奈良県北葛城郡河合町山坊・やまのほﾞう

　　６３９-３１００・奈良県吉野郡吉野町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６３９-３４３３・奈良県吉野郡吉野町新子・ あたらじ

　　６３９-３１１３・奈良県吉野郡吉野町飯貝・いいがい

　　６３９-３３２３・奈良県吉野郡吉野町色生・いろう

　　６３９-３４３６・奈良県吉野郡吉野町樫尾・かしお

　　６３９-３１１１・奈良県吉野郡吉野町上市・かみいち

　　６３９-３１０２・奈良県吉野郡吉野町河原屋・かわはらや

　　６３９-３４４２・奈良県吉野郡吉野町喜佐谷・きさだに

　　６３９-３４３４・奈良県吉野郡吉野町国栖・くず

　　６３９-３４３２・奈良県吉野郡吉野町窪垣内・くほﾞがいと

　　６３９-３３２４・奈良県吉野郡吉野町香束・こうそく

　　６３９-３３２２・奈良県吉野郡吉野町小名・こな

　　６３９-３１０７・奈良県吉野郡吉野町佐々羅・ささら

　　６３９-３１１７・奈良県吉野郡吉野町左曽・さそ

　　６３９-３４３１・奈良県吉野郡吉野町入野・しおの

　　６３９-３１０６・奈良県吉野郡吉野町志賀・しが

　　６３９-３１０６・奈良県吉野郡吉野町滝畑・たきはた

　　６３９-３１１２・奈良県吉野郡吉野町立野・たちの

　　６３９-３１１４・奈良県吉野郡吉野町丹治・たんじ

　　６３９-３１０５・奈良県吉野郡吉野町千股・ちまた

　　６３９-３１０２・奈良県吉野郡吉野町津風呂・つぶろ

　　６３９-３４４６・奈良県吉野郡吉野町菜摘・なつみ

　　６３９-３４４５・奈良県吉野郡吉野町楢井・ならい

　　６３９-３１０８・奈良県吉野郡吉野町西谷・にしたに

　　６３９-３１１８・奈良県吉野郡吉野町橋屋・はしや

　　６３９-３１０３・奈良県吉野郡吉野町平尾・ひらお

　　６３９-３４４４・奈良県吉野郡吉野町御園・みその

　　６３９-３３２１・奈良県吉野郡吉野町三茶屋・みつちやや

　　６３９-３１０８・奈良県吉野郡吉野町三津・みつﾞ

　　６３９-３４３７・奈良県吉野郡吉野町南大野・みなみおおの

　　６３９-３４３５・奈良県吉野郡吉野町南国栖・みなみくず

　　６３９-３１０４・奈良県吉野郡吉野町峰寺・みねでら

　　６３９-３４４３・奈良県吉野郡吉野町宮滝・みやたき

　　６３９-３１１６・奈良県吉野郡吉野町六田・むだ

　　６３９-３４４１・奈良県吉野郡吉野町矢治・やじ

　　６３９-３３２５・奈良県吉野郡吉野町柳・やなぎ

　　６３９-３１０１・奈良県吉野郡吉野町山口・やまぐち

　　６３９-３１１５・奈良県吉野郡吉野町吉野山・よしのやま

　　６３８-００００・奈良県吉野郡大淀町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６３８-０８０１・奈良県吉野郡大淀町芦原・あしはら

　　６３８-０８４１・奈良県吉野郡大淀町今木・いまき



　　６３８-０８５１・奈良県吉野郡大淀町岩壺・いわつほﾞ

　　６３８-０８４２・奈良県吉野郡大淀町大岩・おおいわ

　　６３９-３１２５・奈良県吉野郡大淀町北野・きたの

　　６３９-３１２４・奈良県吉野郡大淀町北六田・きたむだ

　　６３８-０８３２・奈良県吉野郡大淀町薬水・くすりみず

　　６３８-０８０３・奈良県吉野郡大淀町越部・こしべ

　　６３８-０８３１・奈良県吉野郡大淀町佐名伝・さなて

　　６３８-０８２１・奈良県吉野郡大淀町下渕・しもぶち

　　６３８-０８１１・奈良県吉野郡大淀町土田・つちだ

　　６３９-３１２２・奈良県吉野郡大淀町中増・ なかまじ

　　６３９-３１２１・奈良県吉野郡大淀町西増・ にしまじ

　　６３９-３１２６・奈良県吉野郡大淀町新野・にの

　　６３９-３１２７・奈良県吉野郡大淀町馬佐・はﾞさ

　　６３８-０８０２・奈良県吉野郡大淀町畑屋・はたや

　　６３８-０８１２・奈良県吉野郡大淀町桧垣本・ひがいもと

　　６３９-３１２８・奈良県吉野郡大淀町比曽・ひそ

　　６３８-０８３３・奈良県吉野郡大淀町福神・ふくがみ

　　６３８-０８４３・奈良県吉野郡大淀町鉾立・ほこたて

　　６３９-３１２３・奈良県吉野郡大淀町増口・ましぐち

　　６３８-０８５２・奈良県吉野郡大淀町持尾・もちお

　　６３８-０８５３・奈良県吉野郡大淀町矢走・やはﾞせ

　　６３８-００００・奈良県吉野郡下市町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６３８-００４５・奈良県吉野郡下市町新住・あたらすみ

　　６３８-０００１・奈良県吉野郡下市町阿知賀・あちが

　　６３８-００１２・奈良県吉野郡下市町岩森・いわもり

　　６３８-００４３・奈良県吉野郡下市町大峯・おおみね

　　６３８-００２４・奈良県吉野郡下市町貝原・かいはﾞら

　　６３８-００２３・奈良県吉野郡下市町黒木・くろぎ

　　６３８-００１４・奈良県吉野郡下市町才谷・さいたに

　　６３８-００４２・奈良県吉野郡下市町栄町・さかえちよう

　　６３８-００４１・奈良県吉野郡下市町下市・しもいち

　　６３８-０００２・奈良県吉野郡下市町小路・しようじ

　　６３８-０００３・奈良県吉野郡下市町善城・ぜんぎ

　　６３８-００１３・奈良県吉野郡下市町立石・ たていじ

　　６３８-００４４・奈良県吉野郡下市町田中・たなか

　　６３８-００２５・奈良県吉野郡下市町谷・たに

　　６３８-００３５・奈良県吉野郡下市町栃原・とちはら

　　６３８-００３１・奈良県吉野郡下市町栃本・とちもと

　　６３８-００２１・奈良県吉野郡下市町長谷・ながたに

　　６３８-００３３・奈良県吉野郡下市町梨子堂・なしどう

　　６３８-００２２・奈良県吉野郡下市町丹生・にう

　　６３８-００２６・奈良県吉野郡下市町西山・にしやま

　　６３８-００３２・奈良県吉野郡下市町原谷・はらだに

　　６３８-００１５・奈良県吉野郡下市町広橋・ ひろはじ

　　６３８-００３４・奈良県吉野郡下市町平原・へいはﾞら

　　６３８-００１１・奈良県吉野郡下市町よ邑・よむら

　　６３８-０２００・奈良県吉野郡黒滝村・・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６３８-０２１１・奈良県吉野郡黒滝村赤滝・あかたき

　　６３８-０２４１・奈良県吉野郡黒滝村粟飯谷・あわいだに

　　６３８-０２３１・奈良県吉野郡黒滝村笠木・かさぎ

　　６３８-０２３２・奈良県吉野郡黒滝村桂原・かつらはら

　　６３８-０２５１・奈良県吉野郡黒滝村寺戸・てらど

　　６３８-０２４３・奈良県吉野郡黒滝村堂原・どうはﾞら

　　６３８-０２０３・奈良県吉野郡黒滝村鳥住・とりすみ

　　６３８-０２２１・奈良県吉野郡黒滝村中戸・なかと

　　６３８-０２３３・奈良県吉野郡黒滝村長瀬・ながせ

　　６３８-０２０１・奈良県吉野郡黒滝村槇尾・まきお

　　６３８-０２４２・奈良県吉野郡黒滝村御吉野・みよしの

　　６３８-０２０２・奈良県吉野郡黒滝村脇川・わきがわ

　　６３８-０３００・奈良県吉野郡天川村・・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６３８-０５５２・奈良県吉野郡天川村庵住・いおすみ

　　６３８-０３１１・奈良県吉野郡天川村沖金・おきがね

　　６３８-０３０１・奈良県吉野郡天川村川合・かわあい

　　６３８-０３１３・奈良県吉野郡天川村北小原・きたこはﾞら

　　６３８-０３０３・奈良県吉野郡天川村北角・きとずみ

　　６３８-０３１４・奈良県吉野郡天川村五色・ごしき

　　６３８-０５５１・奈良県吉野郡天川村籠山・こもりやま

　　６３８-０３０５・奈良県吉野郡天川村沢谷・さわたに

　　６３８-０３１５・奈良県吉野郡天川村沢原・さわはﾞら

　　６３８-０５６４・奈良県吉野郡天川村塩谷・しおだに



　　６３８-０５６３・奈良県吉野郡天川村塩野・しおの

　　６３８-０５６２・奈良県吉野郡天川村滝尾・たきお

　　６３８-０５４１・奈良県吉野郡天川村九尾・つつﾞらお

　　６３８-０３２１・奈良県吉野郡天川村坪内・つほﾞのうち

　　６３８-０５４２・奈良県吉野郡天川村栃尾・とちお

　　６３８-０４３１・奈良県吉野郡天川村洞川・どろがわ

　　６３８-０３０２・奈良県吉野郡天川村, 中越"・ なかごじ

　　６３８-０３１２・奈良県吉野郡天川村中谷・なかたに

　　６３８-０５６１・奈良県吉野郡天川村広瀬・ひろせ

　　６３８-０３２２・奈良県吉野郡天川村南日裏・みなみひうら

　　６３８-０３０４・奈良県吉野郡天川村南角・みのずみ

　　６３８-０５５３・奈良県吉野郡天川村, 山西"・ やまにじ

　　６３８-０５４３・奈良県吉野郡天川村和田・わだ

　　６４８-０３００・奈良県吉野郡野迫川村・・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６４８-０３０１・奈良県吉野郡野迫川村池津川・いけつかわ

　　６３７-０４２１・奈良県吉野郡野迫川村今井・いまい

　　６３７-０４２５・奈良県吉野郡野迫川村上・かみ

　　６４８-０３０７・奈良県吉野郡野迫川村, 北今西"・ きたいまにじ

　　６４８-０３０５・奈良県吉野郡野迫川村北股・きたまた

　　６４８-０３０２・奈良県吉野郡野迫川村紫園・しおん

　　６４８-０３０６・奈良県吉野郡野迫川村平・たいら

　　６４８-０３０４・奈良県吉野郡野迫川村立里・たてり

　　６３７-０４２４・奈良県吉野郡野迫川村中・なか

　　６４８-０３０３・奈良県吉野郡野迫川村中津川・なかつがわ

　　６４８-０３０８・奈良県吉野郡野迫川村桧股・ひのきまた

　　６３７-０４２２・奈良県吉野郡野迫川村平川・ひらかわ

　　６３７-０４２３・奈良県吉野郡野迫川村柞原・ほそはら

　　６４８-０３０９・奈良県吉野郡野迫川村弓手原・ゆみてはら

　　６３７-１５００・奈良県吉野郡十津川村・・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６３７-１１０２・奈良県吉野郡十津川村旭・あさひ

　　６３７-１２１５・奈良県吉野郡十津川村池穴・いけあな

　　６３７-１６６４・奈良県吉野郡十津川村, 今西"・ いまにじ

　　６３７-１２２４・奈良県吉野郡十津川村五百瀬・いもぜ

　　６３７-１１０３・奈良県吉野郡十津川村上野地・うえのじ

　　６３７-１１０７・奈良県吉野郡十津川村宇宮原・うぐはら

　　６３７-１２２１・奈良県吉野郡十津川村内野・うちの

　　６３７-１３３１・奈良県吉野郡十津川村大野・おおの

　　６３７-１４４１・奈良県吉野郡十津川村小川・おがわ

　　６３７-１３３３・奈良県吉野郡十津川村小原・おはら

　　６３７-１４４３・奈良県吉野郡十津川村折立・おりたち

　　６３７-１４４６・奈良県吉野郡十津川村樫原・かしわら

　　６３７-１２１７・奈良県吉野郡十津川村風屋・かぜや

　　６４７-１５８４・奈良県吉野郡十津川村上葛川・かみくずがわ

　　６３７-１５５９・奈良県吉野郡十津川村上湯川・かみゆかわ

　　６３７-１２１６・奈良県吉野郡十津川村川津・かわつ

　　６３７-１５５６・奈良県吉野郡十津川村桑畑・くわはた

　　６３７-１３３６・奈良県吉野郡十津川村小井・こい

　　６４７-１５８１・奈良県吉野郡十津川村神下・こうか

　　６３７-１６６７・奈良県吉野郡十津川村小坪瀬・こつほﾞせ

　　６３７-１４４５・奈良県吉野郡十津川村込之上・こみのうえ

　　６３７-１３３４・奈良県吉野郡十津川村小森・こもり

　　６３７-１６６６・奈良県吉野郡十津川村小山手・こやまて

　　６３７-１５５５・奈良県吉野郡十津川村猿飼・さるかい

　　６３７-１６６１・奈良県吉野郡十津川村重里・しげさと

　　６３７-１２２５・奈良県吉野郡十津川村杉清・すぎせ

　　６３７-１６６８・奈良県吉野郡十津川村迫西川・せにしがわ

　　６３７-１４４２・奈良県吉野郡十津川村高滝・たかたき

　　６３７-１２１１・奈良県吉野郡十津川村滝川・たきがわ

　　６４７-１２７１・奈良県吉野郡十津川村竹筒・たけとう

　　６３７-１１０４・奈良県吉野郡十津川村高津・たこうつ

　　６３７-１５５２・奈良県吉野郡十津川村谷垣内・たにがいと

　　６３７-１１０６・奈良県吉野郡十津川村谷瀬・たにぜ

　　６４７-１５８２・奈良県吉野郡十津川村玉置川・たまいがわ

　　６３７-１６６３・奈良県吉野郡十津川村玉垣内・たまがいと

　　６３７-１５５８・奈良県吉野郡十津川村出谷・でたに

　　６３７-１２１２・奈良県吉野郡十津川村内原・ないはﾞら

　　６３７-１６６２・奈良県吉野郡十津川村永井・ながい

　　６３７-１１０８・奈良県吉野郡十津川村長殿・ながとの

　　６３７-１５５１・奈良県吉野郡十津川村那知合・なちあい

　　６３７-１５５７・奈良県吉野郡十津川村七色・なないろ



　　６３７-１６６５・奈良県吉野郡十津川村西中・にしなか

　　６３７-１１０１・奈良県吉野郡十津川村沼田原・ぬたのはら

　　６３７-１２１３・奈良県吉野郡十津川村野尻・のじり

　　６３７-１１０５・奈良県吉野郡十津川村, 林"・ はやじ

　　６４７-１５８３・奈良県吉野郡十津川村東中・ひがしなか

　　６３７-１５５４・奈良県吉野郡十津川村平谷・ひらたに

　　６３７-１２２３・奈良県吉野郡十津川村三浦・みうら

　　６３７-１３３２・奈良県吉野郡十津川村, 武蔵"・ むさじ

　　６３７-１２１４・奈良県吉野郡十津川村山崎・やまさき

　　６３７-１５５３・奈良県吉野郡十津川村山手・やまて

　　６３７-１４４４・奈良県吉野郡十津川村山手谷・やまてだに

　　６３７-１２２２・奈良県吉野郡十津川村山天・やまてん

　　６３７-１３３５・奈良県吉野郡十津川村湯之原・ゆのはら

　　６３９-３８００・奈良県吉野郡下北山村・・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６３９-３８０４・奈良県吉野郡下北山村池峰・いけみね

　　６３９-３８０２・奈良県吉野郡下北山村浦向・うらむかい

　　６３９-３８０５・奈良県吉野郡下北山村上池原・かみいけはら

　　６３９-３８０８・奈良県吉野郡下北山村上桑原・かみくわはら

　　６３９-３８０１・奈良県吉野郡下北山村佐田・さだ

　　６３９-３８０６・奈良県吉野郡下北山村下池原・しもいけはら

　　６３９-３８０７・奈良県吉野郡下北山村下桑原・しもくわはら

　　６３９-３８０９・奈良県吉野郡下北山村前鬼・ぜんき

　　６３９-３８０３・奈良県吉野郡下北山村寺垣内・てらがいと

　　６３９-３７００・奈良県吉野郡上北山村・・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６３９-３７０１・奈良県吉野郡上北山村河合・かわい

　　６３９-３７０２・奈良県吉野郡上北山村小橡・ことち

　　６３９-３７０３・奈良県吉野郡上北山村白川・しらかわ

　　６３９-３７０４・奈良県吉野郡上北山村西原・にしはら

　　６３９-３７０５・奈良県吉野郡上北山村東ノ川・ひがしのかわ

　　６３９-３５００・奈良県吉野郡川上村・・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６３９-３６２３・奈良県吉野郡川上村井光・いかり

　　６３９-３６２２・奈良県吉野郡川上村井戸（ネジ畑）・いど(ねじはﾞた)

　　６３９-３５５８・奈良県吉野郡川上村井戸（その他）・いど(そのた)

　　６３９-３５４１・奈良県吉野郡川上村東川・うのがわ

　　６３９-３６１２・奈良県吉野郡川上村大迫・おおさこ

　　６３９-３５４３・奈良県吉野郡川上村大滝・おおたき

　　６３９-３６１３・奈良県吉野郡川上村伯母谷・おはﾞたに

　　６３９-３６０１・奈良県吉野郡川上村柏木・かしわぎ

　　６３９-３５５２・奈良県吉野郡川上村北塩谷・きたしおだに

　　６３９-３６０３・奈良県吉野郡川上村北和田・きたわだ

　　６３９-３６０２・奈良県吉野郡川上村上多古・こうだこ

　　６３９-３６０４・奈良県吉野郡川上村上谷・こうだに

　　６３９-３６３５・奈良県吉野郡川上村神之谷・こうのたに

　　６３９-３５５３・奈良県吉野郡川上村迫・さこ

　　６３９-３６１１・奈良県吉野郡川上村入之波・しおのは

　　６３９-３６２１・奈良県吉野郡川上村下多古・しもたこ

　　６３９-３６３１・奈良県吉野郡川上村白川渡・しらかわど

　　６３９-３５５５・奈良県吉野郡川上村白屋・しらや

　　６３９-３６３４・奈良県吉野郡川上村瀬戸・せと

　　６３９-３６３２・奈良県吉野郡川上村枌尾・そぎお

　　６３９-３５５４・奈良県吉野郡川上村高原・たかはら

　　６３９-３５５６・奈良県吉野郡川上村高原土場・たかはらどはﾞ

　　６３９-３６２２・奈良県吉野郡川上村武木・たきぎ

　　６３９-３５５１・奈良県吉野郡川上村寺尾・てらお

　　６３９-３６３３・奈良県吉野郡川上村中奥・なかおく

　　６３９-３５４２・奈良県吉野郡川上村西河・にしがわ

　　６３９-３５５７・奈良県吉野郡川上村人知・ひとじ

　　６３３-２４００・奈良県吉野郡東吉野村・・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６３３-２３１２・奈良県吉野郡東吉野村伊豆尾・いずお

　　６３３-２４４４・奈良県吉野郡東吉野村大又・おおまた

　　６３３-２４２１・奈良県吉野郡東吉野村小川・おがわ

　　６３３-２４３１・奈良県吉野郡東吉野村小・おむら

　　６３３-２４２３・奈良県吉野郡東吉野村小栗栖・こぐりす

　　６３３-２３１１・奈良県吉野郡東吉野村木津・こつ

　　６３３-２４３２・奈良県吉野郡東吉野村木津川・こつがわ

　　６３３-２３０４・奈良県吉野郡東吉野村杉谷・すぎたに

　　６３３-２４４１・奈良県吉野郡東吉野村狭戸・せはﾞと

　　６３３-２３０１・奈良県吉野郡東吉野村滝野・たきの

　　６３３-２３０２・奈良県吉野郡東吉野村谷尻・たにじり

　　６３３-２４２４・奈良県吉野郡東吉野村中黒・なかぐろ



　　６３３-２３１４・奈良県吉野郡東吉野村萩原・はぎわら

　　６３３-２３１３・奈良県吉野郡東吉野村日裏・ひうら

　　６３３-２３０３・奈良県吉野郡東吉野村平野・ひらの

　　６３３-２４４２・奈良県吉野郡東吉野村大豆生・まめお

　　６３３-２４３３・奈良県吉野郡東吉野村三尾・みお

　　６３３-２４４３・奈良県吉野郡東吉野村麦谷・むぎたに

　　６３３-２４２２・奈良県吉野郡東吉野村鷲家・わしか




