
　　８７０-０１００・大分県大分市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８７０-０２７８・大分県大分市青崎・あおさき

　　８７０-０８７５・大分県大分市青葉台・あおはﾞだい

　　８７０-０９０８・大分県大分市青葉町・あおはﾞまち

　　８７０-０３１７・大分県大分市丹川・あかがわ

　　８７０-０８５７・大分県大分市明磧・あけがわら

　　８７０-０８６０・大分県大分市明磧町・あけがわらまち

　　８７０-０１６２・大分県大分市明野高尾・あけのたかお

　　８７０-０１６１・大分県大分市明野東・ あけのひがじ

　　８７０-０１６４・大分県大分市明野西・ あけのにじ

　　８７０-０１６３・大分県大分市明野南・あけのみなみ

　　８７０-０１６５・大分県大分市明野北・あけのきた

　　８７０-０１６６・大分県大分市明野北町・あけのきたまち

　　８７０-０１６７・大分県大分市明野紅陽台・あけのこうようだい

　　８７０-０１６８・大分県大分市明野ハイツ・あけのはいつ

　　８７０-０２７３・大分県大分市曙台・あけほﾞのだい

　　８７０-０８８４・大分県大分市旭町・あさひまち

　　８７０-００１４・大分県大分市芦崎・あしざき

　　８７０-０８５８・大分県大分市尼が瀬・あまがせ

　　８７９-７５０４・大分県大分市安藤・あんどう

　　８７０-０１１３・大分県大分市家島・いえじま

　　８７０-０００３・大分県大分市生石・ いくじ

　　８７０-０００１・大分県大分市生石港町・いくしみなとまち

　　８７０-００４１・大分県大分市泉町・いずみまち

　　８７０-１１５１・大分県大分市市・いち

　　８７０-０３１６・大分県大分市一木・いちぎ

　　８７０-０３１２・大分県大分市市尾・いちのお

　　８７０-０１１２・大分県大分市一の洲・いちのす

　　８７９-２２０３・大分県大分市一尺屋・いつしやくや

　　８７０-０１３４・大分県大分市猪野・いの

　　８７０-１２２３・大分県大分市今市・いまいち

　　８７０-０９３８・大分県大分市今津留・いまつﾞる

　　８７０-１２０２・大分県大分市入蔵・いりくら

　　８７０-０９３６・大分県大分市岩田町・いわたまち

　　８７０-０８８６・大分県大分市上田町・うえだまち

　　８７０-０８３６・大分県大分市上野南・うえのみなみ

　　８７０-０８３５・大分県大分市上野丘・うえのがおか

　　８７０-０８３３・大分県大分市上野丘東・ うえのがおかひがじ

　　８７０-０８３４・大分県大分市上野丘西・ うえのがおかにじ

　　８７０-０８３２・大分県大分市上野町・うえのまち

　　８７９-７８８５・大分県大分市梅が丘・うめがおか

　　８７０-０９５６・大分県大分市裏川団地・うらかわだんち

　　８７０-０８８９・大分県大分市荏隈・えのくま

　　８７０-０８９１・大分県大分市荏隈町・えのくままち

　　８７０-０３２２・大分県大分市恵比寿町・えびすまち

　　８７０-０８１９・大分県大分市王子新町・おうじしんまち

　　８７０-０００６・大分県大分市王子中町・おうじなかまち

　　８７０-０００４・大分県大分市王子港町・おうじみなとまち

　　８７０-０００８・大分県大分市王子西町・おうじにしまち

　　８７０-０００７・大分県大分市王子南町・おうじみなみまち

　　８７０-０００５・大分県大分市王子北町・おうじきたまち

　　８７０-０８１３・大分県大分市王子山の手町・おうじやまのてまち

　　８７０-０００９・大分県大分市王子町・おうじまち

　　８７０-０３２１・大分県大分市王ノ瀬・おうのせ

　　８７０-０８５１・大分県大分市大石町・おおいしまち

　　８７０-０３１９・大分県大分流通業務団地・おおいたりゆうつうぎようむだんち

　　８７０-０８０６・大分県大分市大久保・おおくほﾞ

　　８７０-０２６６・大分県大分市大在・おおざい

　　８７０-０２４５・大分県大分市大在北・おおざいきた

　　８７０-０２５１・大分県大分市大在中央・おおざいちゆうおう

　　８７０-０２５２・大分県大分市大在浜・おおざいはま

　　８７０-０９０６・大分県大分市大州浜・おおすはま

　　８７０-１１２５・大分県大分市大園団地・おおぞのだんち

　　８７０-１２１４・大分県大分市太田・おおた

　　８７０-０９０７・大分県大分市大津町・おおつまち

　　８７０-０１２３・大分県大分市大津留・おおつる

　　８７０-００２２・大分県大分市大手町・おおてまち

　　８７９-２１１４・大分県大分市大平・おおひら

　　８７０-０８２２・大分県大分市大道町・おおみちまち

　　８７０-０１５８・大分県大分市岡・おか
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　　８７０-１１３１・大分県大分市岡川・おかがわ

　　８７０-０１５９・大分県大分市岡新町・おかしんまち

　　８７０-１１６５・大分県大分市雄城台・おぎのだい

　　８７０-１１６４・大分県大分市雄城台中央・おぎのだいちゆうおう

　　８７９-７８８１・大分県大分市奥・おく

　　８７０-１１２１・大分県大分市鴛野・おしの

　　８７０-０１４４・大分県大分市乙津・おとつﾞ

　　８７０-０１４５・大分県大分市乙津町・おとつﾞまち

　　８７０-０１４６・大分県大分市乙津港町・おとつﾞみなとまち

　　８７０-０１１４・大分県大分市小中島・おなかしま

　　８７０-１１７１・大分県大分市鬼崎・おにざき

　　８７０-１１５３・大分県大分市小野鶴・おのつﾞる

　　８７０-１１５６・大分県大分市小野鶴新町・おのつるしんまち

　　８７０-１１５０・大分県大分市小野鶴南・おのつるみなみ

　　８７０-０１０７・大分県大分市海原・かいわら

　　８７０-０８７７・大分県大分市賀来・かく

　　８７０-０８４８・大分県大分市賀来北・かくきた

　　８７０-０８９２・大分県大分市賀来新川・かくしんかわ

　　８７０-０８５０・大分県大分市賀来西・ かくにじ

　　８７０-０８４９・大分県大分市賀来南・かくみなみ

　　８７０-００１１・大分県大分市春日浦・かすがうら

　　８７０-０９４３・大分県大分市片島・かたしま

　　８７０-０９４９・大分県大分市かたしま台・かたしまだい

　　８７０-０１３３・大分県大分市葛木・かつらぎ

　　８７０-００２６・大分県大分市金池町・かないけまち

　　８７０-０８３９・大分県大分市金池南・かないけみなみ

　　８７０-０８３１・大分県大分市要町・かなめまち

　　８７０-０８７９・大分県大分市金谷迫・かなやざこ

　　８７０-０９２６・大分県大分市加納・かのう

　　８７０-０８１７・大分県大分市上春日町・かみかすがまち

　　８７０-０８０５・大分県大分市上白木・かみしらき

　　８７０-１２１５・大分県大分市上詰・かみつめ

　　８７０-１１１１・大分県大分市上判田・かみはんだ

　　８７９-７７６４・大分県大分市上戸次・かみへつぎ

　　８７０-１１５２・大分県大分市上宗方・かみむなかた

　　８７０-１１６７・大分県大分市上宗方南・かみむなかたみなみ

　　８７０-０８０８・大分県大分市上八幡・かみやはた

　　８７９-７５０３・大分県大分市河原内・かわらうち

　　８７９-２１１３・大分県大分市木佐上・きさがみ

　　８７０-０９２７・大分県大分市北下郡・きたしもごおり

　　８７０-０１０２・大分県大分市北鶴崎・きたつるさき

　　８７０-０３１１・大分県大分市木田・きだ

　　８７０-０８０９・大分県大分市机張原・きちようはﾞる

　　８７０-１１６１・大分県大分市木上・きのうえ

　　８７０-１１６９・大分県大分市木上台・きのうえだい

　　８７０-０８７０・大分県大分市季の坂・きのさか

　　８７０-０９５９・大分県大分市希望が丘・きほﾞうがおか

　　８７０-０１２９・大分県大分市京が丘南・きようがおかみなみ

　　８７０-１１６２・大分県大分市口戸・くちど

　　８７０-０３１４・大分県大分市久土・くど

　　８７０-０３０４・大分県大分市久原・くはﾞる

　　８７０-０３２４・大分県大分市久原北・くはﾞるきた

　　８７０-０３２５・大分県大分市久原中央・くはﾞるちゆうおう

　　８７０-０３２６・大分県大分市久原南・くはﾞるみなみ

　　８７０-０１２４・大分県大分市毛井・けい

　　８７９-７７６２・大分県大分市けやき台・けやきだい

　　８７０-００２５・大分県大分市顕徳町・けんとくまち

　　８７０-０１４７・大分県大分市小池原・こいけはﾞる

　　８７０-０１７３・大分県大分市公園通り・こうえんどおり

　　８７０-０１７４・大分県大分市公園通り西・ こうえんどおりにじ

　　８７０-０９３５・大分県大分市古ケ鶴・こがつﾞる

　　８７０-０８６４・大分県大分市国分・こくぶ

　　８７０-０８６９・大分県大分市国分新町・こくぶしんまち

　　８７０-０８６３・大分県大分市国分台・こくぶだい

　　８７０-０８６５・大分県大分市国分団地・こくぶだんち

　　８７０-０３２７・大分県大分市小佐井・こざい

　　８７０-００３６・大分県大分市寿町・ことぶきまち

　　８７０-１１３４・大分県大分市小原団地・こはﾞるだんち

　　８７０-０３０２・大分県大分市坂ノ市・さかのいち

　　８７０-０３０７・大分県大分市坂ノ市中央・さかのいちちゆうおう



　　８７０-０３０９・大分県大分市坂ノ市西・ さかのいちにじ

　　８７０-０３０８・大分県大分市坂ノ市南・さかのいちみなみ

　　８７９-２２０１・大分県大分市佐賀関・さがのせき

　　８７０-０８３８・大分県大分市桜ケ丘・さくらがおか

　　８７０-０２７２・大分県大分市迫・さこ

　　８７０-０３０３・大分県大分市里・さと

　　８７０-０３１５・大分県大分市佐野・さの

　　８７０-１２１２・大分県大分市沢田・さわた

　　８７０-１１２０・大分県大分市サンシャインしきど・さんしやいんしきど

　　８７０-０８２９・大分県大分市椎迫・しいざこ

　　８７０-０２５３・大分県大分市汐見・しおみ

　　８７０-１１２２・大分県大分市敷戸・しきど

　　８７０-１１０７・大分県大分市敷戸駅北町・しきどえききたまち

　　８７０-１１０２・大分県大分市敷戸新町・しきどしんまち

　　８７０-１１０６・大分県大分市敷戸台・しきどだい

　　８７０-１１０４・大分県大分市敷戸東町・しきどひがしまち

　　８７０-１１０３・大分県大分市敷戸西町・しきどにしまち

　　８７０-１１０５・大分県大分市敷戸南町・しきどみなみまち

　　８７０-１１０１・大分県大分市敷戸北町・しきどきたまち

　　８７９-７８８４・大分県大分市志津留・しつる

　　８７０-０８２１・大分県大分市志手・して

　　８７０-０２６１・大分県大分市志村・しむら

　　８７０-０９５２・大分県大分市下郡北・しもごうりきた

　　８７０-０９５４・大分県大分市下郡中央・しもごうりちゆうおう

　　８７０-０９５３・大分県大分市下郡東・ しもごうりひがじ

　　８７０-０９５５・大分県大分市下郡南・しもごうりみなみ

　　８７０-０９６１・大分県大分市下郡山の手・しもごうりやまのて

　　８７０-０９５１・大分県大分市下郡・しもごおり

　　８７０-０９４１・大分県大分市下郡工業団地・しもごおりこうぎようだんち

　　８７０-０８０３・大分県大分市下白木・しもしらき

　　８７０-０１１８・大分県大分市下徳丸・しもとくまる

　　８７０-１２１３・大分県大分市下原・しもはら

　　８７０-１１１２・大分県大分市下判田・しもはんだ

　　８７９-７７６３・大分県大分市下戸次・しもへつぎ

　　８７０-１１４１・大分県大分市下宗方・しもむなかた

　　８７０-０８０７・大分県大分市下八幡・しもやはた

　　８７９-２１１５・大分県大分市志生木・しゆうき

　　８７０-０２４１・大分県大分市庄境・しようざかい

　　８７０-０９２２・大分県大分市城東町（３の２２）・じようとうまち

　　８７０-０９２２・大分県大分市城東町（４の２）・じようとうまち

　　８７０-０９２２・大分県大分市城東町（４の３０）・じようとうまち

　　８７０-０１５３・大分県大分市城東町（その他）・じようとうまち(そのた)

　　８７０-０８２７・大分県大分市城南北,5・じようなんきた

　　８７０-０８２６・大分県大分市城南西,5・じようなんにじ

　　８７０-０８２４・大分県大分市城南東,5・じようなんひがじ

　　８７０-０８２５・大分県大分市城南南,5・じようなんみなみ

　　８７０-０８２８・大分県大分市城南山手台・じようなんやまてだい

　　８７０-０２６７・大分県大分市城原・じようはる

　　８７０-０８７６・大分県大分市庄の原・しようのはる

　　８７９-２２０２・大分県大分市白木・しらき

　　８７０-００４５・大分県大分市城崎町・しろさきまち

　　８７０-０８１８・大分県大分市新春日町・しんかすがまち

　　８７０-００１５・大分県大分市新川西・ しんかわにじ

　　８７０-００１６・大分県大分市新川町・しんかわまち

　　８７０-０９１１・大分県大分市新貝・しんがい

　　８７０-０９１９・大分県大分市新栄町・しんさかえまち

　　８７０-００２８・大分県大分市新町・しんまち

　　８７０-０１７２・大分県大分市新明治・しんめいじ

　　８７０-００２７・大分県大分市末広町・すえひろまち

　　８７０-０２４４・大分県大分市須賀・すが

　　８７９-７８８２・大分県大分市杉原・すぎはﾞる

　　８７０-００３２・大分県大分市住吉町・すみよしまち

　　８７０-００３１・大分県大分市勢家町・せいけまち

　　８７０-１１１４・大分県大分市星和台・せいわだい

　　８７０-０１１５・大分県大分市関園・せきぞの

　　８７０-００４８・大分県大分市碩田町・せきでんまち

　　８７０-０１３２・大分県大分市千歳・せんざい

　　８７０-１１２３・大分県大分市寒田・そうだ

　　８７０-１１３８・大分県大分市寒田北町・そうだきたまち

　　８７０-１１３９・大分県大分市寒田南町・そうだみなみまち



　　８７０-１１２７・大分県大分市寒田わかば台・そうだわかはﾞだい

　　８７０-０８３７・大分県大分市太平町・たいへいまち

　　８７０-１１１６・大分県大分市高江中央・たかえちゆうおう

　　８７０-１１１７・大分県大分市高江西・ たかえにじ

　　８７０-１１１８・大分県大分市高江南・たかえみなみ

　　８７０-１１１９・大分県大分市高江北・たかえきた

　　８７０-０８７３・大分県大分市高尾台・たかおだい

　　８７０-０８７２・大分県大分市高崎・たかさき

　　８７０-００２９・大分県大分市高砂町・たかさごまち

　　８７０-０１５６・大分県大分市高城新町・たかじようしんまち

　　８７０-０１４８・大分県大分市高城台・たかじようだい

　　８７０-０１４９・大分県大分市高城団地・たかじようだんち

　　８７０-０９２３・大分県大分市高城西町（１～７)・たかじようにしまち

　　８７０-０１５４・大分県大分市高城西町（その他）・たかじようにしまち(そのた)

　　８７０-０１５７・大分県大分市高城本町・たかじようほんまち

　　８７０-０１５５・大分県大分市高城南町・たかじようみなみまち

　　８７０-１１４２・大分県大分市高瀬・たかせ

　　８７０-１２２２・大分県大分市高原・たかはら

　　８７０-０９１７・大分県大分市高松・たかまつ

　　８７０-０９１６・大分県大分市高松東・ たかまつひがじ

　　８７０-０２６５・大分県大分市竹下・たけした

　　８７９-７５０１・大分県大分市竹中・たけなか

　　８７０-０８８２・大分県大分市竹の上・たけのうえ

　　８７０-１２１１・大分県大分市竹矢・たけや

　　８７０-１１４３・大分県大分市田尻・たじり

　　８７０-１１４０・大分県大分市田尻北・たじりきた

　　８７０-１１３０・大分県大分市田尻中央・たじりちゆうおう

　　８７０-１１４４・大分県大分市田尻西・ たじりにじ

　　８７０-１１４９・大分県大分市田尻東・ たじりひがじ

　　８７０-１１４５・大分県大分市田尻南・たじりみなみ

　　８７０-０８５２・大分県大分市田中町・たなかまち

　　８７０-０２７４・大分県大分市種具・たねぐ

　　８７０-０８０２・大分県大分市田ノ浦・たのうら

　　８７０-１１５４・大分県大分市田原・たはﾞる

　　８７０-１１５５・大分県大分市玉沢・たまざわ

　　８７０-０８１６・大分県大分市田室町・たむろまち

　　８７０-１１２４・大分県大分市旦野原・だんのはる

　　８７０-００３５・大分県大分市中央町・ちゆうおうまち

　　８７０-００３３・大分県大分市千代町・ちよまち

　　８７９-７８７２・大分県大分市月形・つきがた

　　８７９-７８７１・大分県大分市辻・つじ

　　８７０-１２０４・大分県大分市辻原・つじはる

　　８７０-０１１６・大分県大分市常行・つねゆき

　　８７０-０２７１・大分県大分市角子原・つのこはﾞる

　　８７０-０２４２・大分県大分市角子南・つのごみなみ

　　８７０-１１６６・大分県大分市椿が丘・つはﾞきがおか

　　８７０-０９４５・大分県大分市津守・つもり

　　８７０-０９３０・大分県大分市津留・つる

　　８７０-０１０６・大分県大分市鶴崎・つるさき

　　８７０-０１２０・大分県大分市鶴崎コスモス団地・つるさきこすもすだんち

　　８７０-０２７９・大分県大分市つるさき陽光台・つるさきようこうだい

　　８７０-０１２１・大分県大分市鶴瀬・つるせ

　　８７０-０１３７・大分県大分市寺崎町・てらさきまち

　　８７０-１１４８・大分県大分市天領ハイツ・てんりようはいつ

　　８７０-０８６１・大分県大分市東院・とい

　　８７０-０８６７・大分県大分市東野台・とうのだい

　　８７０-０１０９・大分県大分市徳島・とくしま

　　８７０-０９４７・大分県大分市富岡・とみおか

　　８７０-００１８・大分県大分市豊海・とよみ

　　８７０-０８６２・大分県大分市中尾・なかお

　　８７０-００３９・大分県大分市中春日町・なかかすがまち

　　８７０-００４９・大分県大分市中島中央・なかしまちゆうおう

　　８７０-００４３・大分県大分市中島東・ なかしまひがじ

　　８７０-００４７・大分県大分市中島西・ なかしまにじ

　　８７０-０１０１・大分県大分市中鶴崎・なかつるさき

　　８７０-０９３９・大分県大分市中津留・なかつﾞる

　　８７０-０１３５・大分県大分市仲西町・なかにしまち

　　８７０-０１１１・大分県大分市中ノ洲・なかのす

　　８７０-０８５９・大分県大分市中の瀬町・なかのせまち

　　８７０-１１１３・大分県大分市中判田・なかはんだ



　　８７９-７７６１・大分県大分市中戸次・なかへつぎ

　　８７０-０９２９・大分県大分市長谷町・ながたにまち

　　８７０-００２３・大分県大分市長浜町・ながはままち

　　８７０-０８０１・大分県大分市鳴川・なるかわ

　　８７０-００４６・大分県大分市荷揚町・にあげまち

　　８７０-１２２１・大分県大分市荷尾杵・におき

　　８７０-０８２０・大分県大分市西大道・にしおおみち

　　８７０-００３８・大分県大分市西春日町・にしかすがまち

　　８７０-００２４・大分県大分市錦町・にしきまち

　　８７０-０９０１・大分県大分市西新地・にししんち

　　８７０-０１０５・大分県大分市西鶴崎・にしつるさき

　　８７０-０９０２・大分県大分市西ノ洲・にしのす

　　８７０-０９３１・大分県大分市西浜・にしはま

　　８７０-０８７４・大分県大分市にじが丘・にじがおか

　　８７０-０３１８・大分県大分市丹生・にゆう

　　８７０-０２７０・大分県大分市望みが丘・のぞみがおか

　　８７０-０８６８・大分県大分市野田・のだ

　　８７０-１２０３・大分県大分市野津原・のつはる

　　８７９-７８８３・大分県大分市萩尾・はぎお

　　８７０-０９２１・大分県大分市萩原・はぎわら

　　８７０-０８５６・大分県大分市畑中・はたけなか

　　８７９-７５０２・大分県大分市端登・はたのほﾞり

　　８７０-０９４２・大分県大分市羽田・はだ

　　８７０-０２４３・大分県大分市花江川・はなえがわ

　　８７０-０８４６・大分県大分市花園・はなぞの

　　８７０-０９１５・大分県大分市花高松・はなたかまつ

　　８７０-０９３３・大分県大分市花津留・はなつﾞる

　　８７０-１１２８・大分県大分市花の木坂・はなのきざか

　　８７０-０８８０・大分県大分市はなの森・はなのもり

　　８７９-２１１２・大分県大分市馬場・はﾞはﾞ

　　８７０-０３２３・大分県大分市浜中・はまなか

　　８７０-０００２・大分県大分市浜の市・はまのいち

　　８７０-００１３・大分県大分市浜町東・ はままちひがじ

　　８７０-００１２・大分県大分市浜町北・はままちきた

　　８７０-０８５４・大分県大分市羽屋・はや

　　８７０-０８５３・大分県大分市羽屋新町・はやしんまち

　　８７０-０１３８・大分県大分市原川・はるかわ

　　８７０-０９１２・大分県大分市原新町・はるしんまち

　　８７０-１１１０・大分県大分市判田台・はんだだい

　　８７０-１１２６・大分県大分市判田台北・はんだだいきた

　　８７０-１１０８・大分県大分市判田台東・ はんだだいひがじ

　　８７０-１１０９・大分県大分市判田台南・はんだだいみなみ

　　８７０-０９１４・大分県大分市日岡・ひおか

　　８７０-０１５１・大分県大分市東明野・ひがしあけの

　　８７０-０３０６・大分県大分市東上野・ひがしうえの

　　８７０-０８２３・大分県大分市東大道・ひがしおおみち

　　８７０-００３７・大分県大分市東春日町・ひがしかすがまち

　　８７０-０１０３・大分県大分市東鶴崎・ひがしつるさき

　　８７０-０９３４・大分県大分市東津留・ひがしつﾞる

　　８７０-０９３２・大分県大分市東浜・ひがしはま

　　８７０-０１５０・大分県大分市東原・ひがしはﾞる

　　８７０-０８７１・大分県大分市東八幡・ひがしやはた

　　８７０-１１１５・大分県大分市ひばりケ丘・ひはﾞりがおか

　　８７０-０３０１・大分県大分市日吉原・ひよしはﾞる

　　８７０-０９１８・大分県大分市日吉町・ひよしまち

　　８７０-０８６６・大分県大分市平横瀬・ひらよこせ

　　８７０-０２７７・大分県大分市広内・ひろうち

　　８７０-０８４７・大分県大分市広瀬町・ひろせまち

　　８７０-０８８１・大分県大分市深河内・ふかがわうち

　　８７０-１２０５・大分県大分市福宗・ふくむね

　　８７９-７８７４・大分県大分市福良・ふくら

　　８７０-１１４７・大分県大分市ふじが丘・ふじがおか

　　８７０-１１８１・大分県大分市ふじが丘北・ふじがおかきた

　　８７０-１１８５・大分県大分市ふじが丘西・ ふじがおかにじ

　　８７０-１１８２・大分県大分市ふじが丘東・ ふじがおかひがじ

　　８７０-１１８３・大分県大分市ふじが丘南・ふじがおかみなみ

　　８７０-１１８４・大分県大分市ふじが丘山手・ふじがおかやまて

　　８７０-０９５７・大分県大分市藤の台・ふじのだい

　　８７０-１１７６・大分県大分市富士見が丘東・ ふじみがおかひがじ

　　８７０-１１７７・大分県大分市富士見が丘西・ ふじみがおかにじ



　　８７０-０８８７・大分県大分市二又町・ふたまたまち

　　８７０-００２１・大分県大分市府内町・ふないまち

　　８７０-０８５５・大分県大分市豊饒・ぶによう

　　８７０-０８４４・大分県大分市古国府・ふるごう

　　８７０-００１７・大分県大分市弁天・べんてん

　　８７０-０９４８・大分県大分市芳河原台・ほうがわらだい

　　８７０-０１７１・大分県大分市法勝台・ほうしようだい

　　８７０-０３０５・大分県大分市細・ほそ

　　８７９-２１１１・大分県大分市本神崎・ほんこうざき

　　８７０-００４４・大分県大分市舞鶴町・まいつﾞるまち

　　８７０-１１４６・大分県大分市曲（６３５)・まがり

　　８７０-１１４６・大分県大分市曲（６３９)・まがり

　　８７０-１１４６・大分県大分市曲（６５０)・まがり

　　８７０-１１４６・大分県大分市曲（６６９)・まがり

　　８７０-１１４６・大分県大分市曲（６７６地）・まがり

　　８７０-１１４６・大分県大分市曲（６７８)・まがり

　　８７０-１１４６・大分県大分市曲（６８９)・まがり

　　８７０-１１４６・大分県大分市曲（６９５)・まがり

　　８７０-１１４６・大分県大分市曲（７１８)・まがり

　　８７０-１１４６・大分県大分市曲（７３３)・まがり

　　８７０-１１４６・大分県大分市曲（１４８１)・まがり

　　８７０-１１４６・大分県大分市曲（１５５５)・まがり

　　８７０-１１４６・大分県大分市曲（１６１８)・まがり

　　８７０-０９４６・大分県大分市曲（その他）・まがり(そのた)

　　８７０-０９２４・大分県大分市牧（１～３丁目）・まき(１-３ちようめ)

　　８７０-０９２４・大分県大分市牧（白滝Ｂ）・まき(しらたきＢ)

　　８７０-０９２４・大分県大分市牧（白滝Ｃ）・まき(しらたきＣ)

　　８７０-０９２４・大分県大分市牧（高見）・まき(たかみ)

　　８７０-０１５２・大分県大分市牧（その他）・まき(そのた)

　　８７０-０９２５・大分県大分市牧上町・まきかみまち

　　８７０-０１２５・大分県大分市松岡・まつおか

　　８７０-１１６８・大分県大分市松が丘・まつがおか

　　８７０-０９１３・大分県大分市松原町・まつはﾞらまち

　　８７０-０２６８・大分県大分市政所・まどころ

　　８７０-０１２２・大分県大分市丸亀・まるがめ

　　８７０-０８８８・大分県大分市三ケ田町・みけたまち

　　８７０-０１０８・大分県大分市三佐・みさ

　　８７０-０１４３・大分県大分市三川上・みつがわかみ

　　８７０-０１４２・大分県大分市三川下・みつがわしも

　　８７０-０１４１・大分県大分市三川新町・みつがわしんまち

　　８７９-７７６５・大分県大分市美園団地・みそのだんち

　　８７０-１１３２・大分県大分市光吉・ みつよじ

　　８７０-１１３５・大分県大分市光吉新町・みつよししんまち

　　８７０-１１３６・大分県大分市光吉台・みつよしだい

　　８７０-１１７２・大分県大分市緑が丘・みどりがおか

　　８７０-０１３１・大分県大分市皆春・みなはる

　　８７０-０１１７・大分県大分市南・みなみ

　　８７０-０８１２・大分県大分市南生石東・ みなみいくしひがじ

　　８７０-０８１１・大分県大分市南生石西・ みなみいくしにじ

　　８７０-０８１５・大分県大分市南春日町・みなみかすがまち

　　８７０-０９２８・大分県大分市南下郡・みなみしもごおり

　　８７０-０８８５・大分県大分市南太平寺・みなみたいへいじ

　　８７０-０１０４・大分県大分市南鶴崎・みなみつるさき

　　８７０-０９３７・大分県大分市南津留・みなみつﾞる

　　８７９-７８７３・大分県大分市宮尾・みやお

　　８７０-０２７６・大分県大分市宮河内・みやかわうち

　　８７０-０２７５・大分県大分市宮河内ハイランド・みやかわうちはいらんど

　　８７０-００３４・大分県大分市都町・みやこまち

　　８７０-１１３３・大分県大分市宮崎・みやざき

　　８７０-１１３７・大分県大分市宮崎台・みやざきだい

　　８７０-０８７８・大分県大分市宮苑・みやぞの

　　８７０-０８０４・大分県大分市御幸町・みゆき

　　８７０-００３０・大分県大分市三芳・ みよじ

　　８７０-０９０３・大分県大分市向原沖・むかいはﾞるおき

　　８７０-０９０４・大分県大分市向原東・ むかいはﾞるひがじ

　　８７０-０９０５・大分県大分市向原西・ むかいはﾞるにじ

　　８７０-１１５９・大分県大分市宗方台北・むなかただいきた

　　８７０-１１５８・大分県大分市宗方台西・ むなかただいにじ

　　８７０-１１５７・大分県大分市宗方台東・ むなかただいひがじ

　　８７０-１１６３・大分県大分市廻栖野（１～６５７)、・めぐすの



　　８７０-１１６３・大分県大分市廻栖野（７７６～８２９)・めぐすの

　　８７０-１１６３・大分県大分市廻栖野（８４２～１３０５)・めぐすの

　　８７０-１１６３・大分県大分市廻栖野（２６９１)・めぐすの

　　８７０-１１６３・大分県大分市２９２５)・２９２５)

　　８７０-１２０１・大分県大分市廻栖野（その他）・めぐすの(そのた)

　　８７０-０９４４・大分県大分市米良・めら

　　８７０-１１７４・大分県大分市萌葱台・もえぎだい

　　８７０-０８４３・大分県大分市元町・もとまち

　　８７０-０１３９・大分県大分市桃園団地・ももぞのだんち

　　８７０-０１２８・大分県大分市森・もり

　　８７０-０１２７・大分県大分市森町・もりまち

　　８７０-０１４０・大分県大分市森町西・ もりまちにじ

　　８７０-０１３６・大分県大分市山津町・やまつﾞまち

　　８７０-０３１３・大分県大分市屋山・ややま

　　８７０-００４２・大分県大分市豊町・ゆたかまち

　　８７０-０９５８・大分県大分市ゆめが丘・ゆめがおか

　　８７０-０１２６・大分県大分市横尾・よこお

　　８７０-０１３０・大分県大分市横尾東町・よこおひがしまち

　　８７０-１１７３・大分県大分市横瀬・よこせ

　　８７０-０２６３・大分県大分市横田・よこた

　　８７０-０２５４・大分県大分市横塚・よこつﾞか

　　８７９-７８７５・大分県大分市吉野原・よしのはる

　　８７０-０８８３・大分県大分市永興・りようご

　　８７０-０８４２・大分県大分市六坊南町・ろくほﾞうみなみまち

　　８７０-０８４１・大分県大分市六坊北町・ろくほﾞうきたまち

　　８７４-００００・大分県別府市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８７４-０９０２・大分県別府市青山町・あおやまちよう

　　８７４-０８１９・大分県別府市赤松・あかまつ

　　８７４-０９３７・大分県別府市秋葉町・あきはﾞちよう

　　８７４-０８４６・大分県別府市朝日ケ丘町・あさひがおかちよう

　　８７４-０８１２・大分県別府市朝見・あさみ

　　８７４-０００５・大分県別府市天間・あまま

　　８７４-０９１９・大分県別府市石垣東・ いしがきひがじ

　　８７４-０９１０・大分県別府市石垣西・ いしがきにじ

　　８７４-００４３・大分県別府市井田・いだ

　　８７４-００１１・大分県別府市内竈・うちかまど

　　８７９-５５５１・大分県別府市内成・うちなり

　　８７４-０８１４・大分県別府市浦田・うらた

　　８７４-０９３５・大分県別府市駅前町・えきまえちよう

　　８７４-０９３４・大分県別府市駅前本町・えきまえほんまち

　　８７４-０８０５・大分県別府市枝郷・えだごう

　　８７４-０８４９・大分県別府市扇山・おうぎやま

　　８７４-０８４２・大分県別府市小倉・おぐら

　　８７４-０００１・大分県別府市小坂・おさか

　　８７４-０００３・大分県別府市大所・おところ

　　８７４-０８２１・大分県別府市乙原・おとはﾞる

　　８７４-０８４８・大分県別府市大畑・おはﾞたけ

　　８７４-０９０８・大分県別府市上田の湯町・かみたのゆまち

　　８７４-０９０５・大分県別府市上野口町・かみのぐちちよう

　　８７４-０８２９・大分県別府市上原町・かみはるちよう

　　８７４-００３６・大分県別府市上平田町・かみひらたちよう

　　８７４-００２５・大分県別府市亀川四の湯町・かめがわしのゆまち

　　８７４-００２１・大分県別府市亀川中央町・かめがわちゆうおうまち

　　８７４-００１４・大分県別府市亀川浜田町・かめがわはまだまち

　　８７４-００２２・大分県別府市亀川東町・かめがわひがしまち

　　８７４-０８２２・大分県別府市観海寺・かんかいじ

　　８７４-００４６・大分県別府市鉄輪上・かんなわかみ

　　８７４-００４２・大分県別府市鉄輪東・ かんなわひがじ

　　８７４-０８０２・大分県別府市城島・きじま

　　８７４-００４１・大分県別府市北鉄輪・きたかんなわ

　　８７４-０８４５・大分県別府市北中・きたじゆう

　　８７４-０９２０・大分県別府市北浜・きたはま

　　８７４-０９２８・大分県別府市北的ケ浜町・きたまとがはまちよう

　　８７４-０９２６・大分県別府市京町・きようまち

　　８７４-０９４３・大分県別府市楠町・くすのきまち

　　８７４-００１５・大分県別府市国立・くにたて

　　８７４-０８１６・大分県別府市河内・こうち

　　８７９-５５５２・大分県別府市古賀原・こがのはる

　　８７４-０９０７・大分県別府市幸町・さいわいちよう

　　８７４-０９１５・大分県別府市桜ケ丘・さくらがおか



　　８７４-０９１８・大分県別府市汐見町・しおみちよう

　　８７４-０８３５・大分県別府市実相寺・じつそうじ

　　８７４-００３４・大分県別府市上人仲町・しようにんなかまち

　　８７４-００３２・大分県別府市上人本町・しようにんほんまち

　　８７４-００３５・大分県別府市上人西・ しようにんにじ

　　８７４-００３３・大分県別府市上人南・しようにんみなみ

　　８７４-００２３・大分県別府市上人ケ浜町・しようにんがはまちよう

　　８７４-００３１・大分県別府市照波園町・しようはえんまち

　　８７４-０８３４・大分県別府市新別府・しんべつふﾟ

　　８７４-０９２３・大分県別府市新港町・しんみなとまち

　　８７４-０９３８・大分県別府市末広町・すえひろちよう

　　８７４-００１２・大分県別府市スパランド豊海・すはﾟらんどとよみ

　　８７４-０００２・大分県別府市関の江新町・せきのえしんまち

　　８７４-０８３８・大分県別府市荘園・そうえん

　　８７４-０８３７・大分県別府市荘園北町・そうえんきたまち

　　８７４-００３７・大分県別府市大観山町・だいかんやまちよう

　　８７４-０８４１・大分県別府市竹の内・たけのうち

　　８７４-０９３９・大分県別府市立田町・たつたちよう

　　８７４-０８１５・大分県別府市田の口・たのくち

　　８７４-０９０９・大分県別府市田の湯町・たのゆまち

　　８７４-０９３６・大分県別府市中央町・ちゆうおうまち

　　８７４-０９４２・大分県別府市千代町・ちよまち

　　８７４-０８４０・大分県別府市鶴見（大字、)・つるみ(おおあざ､)

　　８７４-０８３３・大分県別府市鶴見（１～１８組）・つるみ(１-１８くみ)

　　８７４-０８２６・大分県別府市鶴見園町・つるみえんちよう

　　８７４-０９０６・大分県別府市天満町・てんまんちよう

　　８７４-０８１７・大分県別府市鳥越・とりごえ

　　８７４-０９０１・大分県別府市中島町・なかしまちよう

　　８７４-０９１７・大分県別府市中須賀東町・なかすかひがしまち

　　８７４-０９１６・大分県別府市中須賀本町・なかすかほんまち

　　８７４-０９１４・大分県別府市中須賀元町・なかすかもとまち

　　８７４-０９３１・大分県別府市西野口町・にしのぐちまち

　　８７４-０９３２・大分県別府市野口中町・のぐちなかまち

　　８７４-０９３３・大分県別府市野口元町・のぐちもとまち

　　８７４-０９０３・大分県別府市野口原・のぐちはら

　　８７４-００１６・大分県別府市野田・のだ

　　８７４-０８４７・大分県別府市馬場・はﾞはﾞ

　　８７４-０９４５・大分県別府市浜町・はままち

　　８７４-０９４７・大分県別府市浜脇・はまわき

　　８７４-０８２０・大分県別府市原町・はらまち

　　８７４-０９１３・大分県別府市春木・はるき

　　８７４-０９３０・大分県別府市光町・ひかりまち

　　８７４-０８３６・大分県別府市東荘園・ひがしそうえん

　　８７４-０８０３・大分県別府市東山一区・ひがしやまいつく

　　８７４-０８０４・大分県別府市東山二区・ひがしやまにく

　　８７４-００２４・大分県別府市平田町・ひらたまち

　　８７４-０９２１・大分県別府市富士見町・ふじみちよう

　　８７４-０９２２・大分県別府市船小路町・ふなこうじまち

　　８７４-００１３・大分県別府市古市町・ふるいちまち

　　８７４-００４４・大分県別府市風呂本・ふろもと

　　８７４-０８４４・大分県別府市火売・ほのめ

　　８７４-０８３１・大分県別府市堀田・ほりた

　　８７４-０９４６・大分県別府市松原町・まつはﾞらちよう

　　８７４-０９１１・大分県別府市緑丘町・みどりがおかちよう

　　８７４-０９１２・大分県別府市南須賀・みなみすか

　　８７４-０９０４・大分県別府市南荘園町・みなみそうえんちよう

　　８７４-０８３２・大分県別府市南立石生目町・みなみたていしいきめちよう

　　８７４-０８２４・大分県別府市南立石板地町・みなみたていしいたじちよう

　　８７４-０８３９・大分県別府市南立石一区・みなみたていしいつく

　　８７４-０８２７・大分県別府市南立石二区・みなみたていしにく

　　８７４-０８２５・大分県別府市南立石八幡町・みなみたていしはちまんちよう

　　８７４-０８２３・大分県別府市南立石本町・みなみたていしほんまち

　　８７４-０９４１・大分県別府市南町・みなみまち

　　８７４-０９２９・大分県別府市南的ケ浜町・みなみまとがはまちよう

　　８７４-００４５・大分県別府市御幸・みゆき

　　８７４-０８４３・大分県別府市明礬・みようはﾞん

　　８７４-０９２４・大分県別府市餅ケ浜町・もちがはまちよう

　　８７４-０９４４・大分県別府市元町・もとまち

　　８７４-０８１１・大分県別府市柳・やなぎ

　　８７４-０８１８・大分県別府市山家・やまが



　　８７４-０８０１・大分県別府市山の口・やまのくち

　　８７４-０８２８・大分県別府市山の手町・やまのてちよう

　　８７４-０９２７・大分県別府市弓ケ浜町・ゆみがはまちよう

　　８７４-０００４・大分県別府市湯山・ゆやま

　　８７４-０８１３・大分県別府市両郡橋・ りようぐんはﾞじ

　　８７４-０９２５・大分県別府市若草町・わかくさちよう

　　８７１-００００・大分県中津市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８７１-００９９・大分県中津市中津市の次に番地がくる場合・つぎにはﾞんち

　　８７１-０１２２・大分県中津市相原（２８０３－１)、・あいはら､

　　８７１-０１２２・大分県中津市相原（２８０３－２４)・あいはら､

　　８７１-０１２２・大分県中津市相原（２８０３－２５)・あいはら､

　　８７１-０１２２・大分県中津市相原（２８０３－２７)・あいはら､

　　８７１-０１２２・大分県中津市相原（２８０３－３７)、・あいはら､

　　８７１-０１２２・大分県中津市相原（２８０３－３８)・あいはら､

　　８７１-０１２２・大分県中津市相原（２８０３－３９)・あいはら､

　　８７１-０１２２・大分県中津市相原（２８０３－４３）・あいはら､

　　８７１-０１２２・大分県中津市相原（２８０３－６９）・あいはら､

　　８７１-０１２２・大分県中津市相原（２８０３－７７）・あいはら､

　　８７１-０１２２・大分県中津市相原（２８０３－９１）・あいはら､

　　８７１-０１２２・大分県中津市相原（２８１８）・あいはら､

　　８７１-０１２２・大分県中津市相原（２８２８）・あいはら､

　　８７１-０１２２・大分県中津市相原（２９２５－７）・あいはら､

　　８７１-００２２・大分県中津市相原（その他）・あいはら(そのた)

　　８７９-０１０６・大分県中津市赤迫・あかさこ

　　８７１-００９８・大分県中津市市場・いちはﾞ

　　８７９-０１１１・大分県中津市伊藤田・いどうだ

　　８７９-０１０５・大分県中津市犬丸・いぬまる

　　８７９-０１０１・大分県中津市今津・いまつﾞ

　　８７９-０１０３・大分県中津市植野・うえの

　　８７１-００１５・大分県中津市牛神・うしがみ

　　８７１-００１６・大分県中津市牛神町・うしがみまち

　　８７１-００９３・大分県中津市浦町・うらまち

　　８７１-００６４・大分県中津市餌指町・えさしまち

　　８７１-００３８・大分県中津市枝町・えだまち

　　８７１-００６５・大分県中津市蛭子町・えびすまち

　　８７１-００４４・大分県中津市江三竹町・えみたけまち

　　８７１-０００５・大分県中津市合馬・おうま

　　８７１-０１５３・大分県中津市大貞・おおさだ

　　８７１-０００１・大分県中津市大新田・おおしんでん

　　８７１-０００８・大分県中津市大塚・おおつか

　　８７１-００２１・大分県中津市沖代町・おきだいまち

　　８７１-００４５・大分県中津市萱津町・かいつﾞまち

　　８７１-０００７・大分県中津市蛎瀬・かきぜ

　　８７１-０１５２・大分県中津市加来・かく

　　８７１-００８２・大分県中津市水主町・かこまち

　　８７１-００５６・大分県中津市片端町・かたはまち

　　８７１-００１３・大分県中津市金手・かなて

　　８７１-００４６・大分県中津市金谷（上ノ丁）・かなや(うえのちよう)

　　８７１-００４６・大分県中津市金谷（中ノ丁）・かなや(なかのちよう)

　　８７１-００４６・大分県中津市金谷（西ノ丁）・かなや(にしのちよう)

　　８７１-００４６・大分県中津市金谷（本町）・かなや(うほんまち)

　　８７１-００４６・大分県中津市金谷（南ノ丁）・かなや(みなみのちよう)

　　８７１-００４６・大分県中津市金谷（森ノ丁）・かなや(うもりのちよう)

　　８７１-００４６・大分県中津市金谷（山ノ神）・かなや(やまのかみ)

　　８７１-０１６１・大分県中津市上池永・かみいけなが

　　８７１-０００４・大分県中津市上如水・かみじよすい

　　８７１-００４２・大分県中津市上博多町・かみはかたまち

　　８７１-００２７・大分県中津市上宮永・かみみやなが

　　８７１-００６０・大分県中津市北稲堀・きたいなほﾞり

　　８７１-００９４・大分県中津市北浦町・きたうらまち

　　８７１-００９０・大分県中津市北新地・きたしんち

　　８７９-０１１３・大分県中津市北原・きたはﾞる

　　８７１-００８１・大分県中津市北堀川町・きたほりかわまち

　　８７１-００７９・大分県中津市北門通・きたもんどおり

　　８７１-００５４・大分県中津市京町・きようまち

　　８７１-００９１・大分県中津市闇無町・くらなしまち

　　８７１-００７８・大分県中津市小祝（上方町）・こいわい(かみかたまち)

　　８７１-００７８・大分県中津市小祝（中島町）・こいわい(なかしままち)

　　８７１-００７８・大分県中津市小祝（本町）・こいわい(ほんまち)

　　８７１-００７８・大分県中津市小祝（港町）・こいわい(みなとまち)



　　８７１-００８０・大分県中津市小祝新町・こいわいしんまち

　　８７１-０１５４・大分県中津市古城・こじよう

　　８７１-００８４・大分県中津市小堀・こほﾞり

　　８７１-００７６・大分県中津市米町・こめまち

　　８７１-０００３・大分県中津市是則・これのり

　　８７１-００４３・大分県中津市栄町・さかえまち

　　８７１-０１５６・大分県中津市榊原町・さかきはﾞらちよう

　　８７１-００７４・大分県中津市桜町・さくらまち

　　８７９-０１２２・大分県中津市定留・さだのみ

　　８７１-０１０４・大分県中津市三光諫山・さんこういさやま

　　８７１-０１１２・大分県中津市三光臼木・さんこううすぎ

　　８７１-０１１４・大分県中津市三光小袋・さんこうおぶくろ

　　８７９-０２２５・大分県中津市三光上深水・さんこうかみふこうず

　　８７９-０２２１・大分県中津市三光上秣・さんこうかみまくさ

　　８７１-０１１１・大分県中津市三光佐知・さんこうさち

　　８７９-０２２４・大分県中津市三光下深水・さんこうしもふこうず

　　８７９-０２２３・大分県中津市三光下秣・さんこうしもまくさ

　　８７１-０１０３・大分県中津市三光田口・さんこうたぐち

　　８７１-０１１３・大分県中津市三光土田・さんこうつちだ

　　８７１-０１０２・大分県中津市三光成恒・さんこうなりつね

　　８７９-０２２２・大分県中津市三光西秣・さんこうにしまくさ

　　８７１-０１０５・大分県中津市三光原口・さんこうはらぐち

　　８７１-０１０１・大分県中津市三光森山・さんこうもりやま

　　８７１-００５７・大分県中津市三ノ丁・さんのちよう

　　８７１-００７３・大分県中津市塩町・しおまち

　　８７１-００３３・大分県中津市島田・しまた

　　８７１-００３５・大分県中津市島田仲町・しまたなかまち

　　８７１-００３６・大分県中津市島田本町・しまたほんまち

　　８７１-００１１・大分県中津市下池永・しもいけなが

　　８７１-００９７・大分県中津市下正路・しもしようじ

　　８７１-０１６４・大分県中津市下永添・しもながそい

　　８７１-００２９・大分県中津市下宮永・しもみやなが

　　８７９-０１０７・大分県中津市昭和新田・しようわしんでん

　　８７１-００４８・大分県中津市新魚町・しんうおまち

　　８７１-０００９・大分県中津市新大塚町・しんおおつかまち

　　８７１-００３９・大分県中津市新天神町・しんてんじんまち

　　８７１-００４１・大分県中津市新博多町・しんはかたまち

　　８７１-００６９・大分県中津市新堀・しんほﾞり

　　８７１-００８６・大分県中津市船頭町・せんどまち

　　８７１-０００２・大分県中津市全徳・ぜんとく

　　８７１-００８９・大分県中津市船場町・せんはﾞまち

　　８７１-００５９・大分県中津市外馬場・そとはﾞはﾞ

　　８７１-０１５１・大分県中津市大悟法・だいごほﾞう

　　８７１-００６６・大分県中津市鷹匠町・たかじようまち

　　８７１-００２６・大分県中津市高瀬・たかせ

　　８７１-００７１・大分県中津市鷹部屋・たかべや

　　８７９-０１２３・大分県中津市田尻・たじり

　　８７９-０１２４・大分県中津市田尻崎・たじりざき

　　８７１-００２４・大分県中津市中央町・ちゆうおうまち

　　８７１-００６７・大分県中津市仲間町・ちゆうげんまち

　　８７１-００９１・大分県中津市角木・つのぎ

　　８７１-００９５・大分県中津市角木新町・つのぎしんまち

　　８７１-００２８・大分県中津市角木町・つのぎまち

　　８７１-００７５・大分県中津市寺町・てらまち

　　８７１-００３９・大分県中津市天神町・てんじんまち

　　８７１-００５５・大分県中津市殿町・とのまち

　　８７１-００５８・大分県中津市豊田町・とよだまち

　　８７１-００３１・大分県中津市中殿・なかどの

　　８７１-００３０・大分県中津市中殿町・なかどのまち

　　８７１-０１５７・大分県中津市中原・なかはﾞる

　　８７１-０１６２・大分県中津市永添・ながそえ

　　８７９-０１０２・大分県中津市鍋島・なべしま

　　８７１-０１６３・大分県中津市西永添・にしながそい

　　８７１-００４６・大分県中津市西堀端・にしほりはﾞた

　　８７１-００５０・大分県中津市二ノ丁・にのちよう

　　８７９-０１０４・大分県中津市野依・のより

　　８７１-０１５５・大分県中津市八幡町・はちまんちよう

　　８７１-０００６・大分県中津市東浜・ひがしはま

　　８７１-００４６・大分県中津市東堀端・ひがしほりはﾞた

　　８７１-００３２・大分県中津市東本町・ひがしほんまち



　　８７１-００１４・大分県中津市一ツ松・ひとつまつ

　　８７１-００３４・大分県中津市日ノ出町・ひのでまち

　　８７１-００７７・大分県中津市姫路町・ひめじまち

　　８７９-０１１２・大分県中津市福島・ふくしま

　　８７１-００６３・大分県中津市袋町・ふくろまち

　　８７１-００７２・大分県中津市船町・ふなまち

　　８７１-００５３・大分県中津市古魚町・ふるうおまち

　　８７１-００４６・大分県中津市古金谷・ふるかなや

　　８７１-００５１・大分県中津市古博多町・ふるはかたまち

　　８７１-００６８・大分県中津市豊後町・ぶんごまち

　　８７１-０３１１・大分県中津市本耶馬渓町跡田・ほんやはﾞけいまちあとだ

　　８７１-０２０６・大分県中津市本耶馬渓町今行・ほんやはﾞけいまちいまゆく

　　８７１-０３１３・大分県中津市本耶馬渓町落合・ほんやはﾞけいまちおちあい

　　８７１-０３１２・大分県中津市本耶馬渓町折元・ほんやはﾞけいまちおりもと

　　８７１-０２０４・大分県中津市本耶馬渓町冠石野・ほんやはﾞけいまちかぶしの

　　８７１-０２０５・大分県中津市本耶馬渓町下屋形・ほんやはﾞけいまちしもやかた

　　８７１-０２０２・大分県中津市本耶馬渓町曽木・ほんやはﾞけいまちそぎ

　　８７１-０２０３・大分県中津市本耶馬渓町多志田・ほんやはﾞけいまちたしだ

　　８７１-０３１４・大分県中津市本耶馬渓町西谷・ほんやはﾞけいまちにしたに

　　８７１-０２０８・大分県中津市本耶馬渓町西屋形・ほんやはﾞけいまちにしやかた

　　８７１-０３１５・大分県中津市本耶馬渓町東谷・ほんやはﾞけいまちひがしたに

　　８７１-０２０７・大分県中津市本耶馬渓町東屋形・ほんやはﾞけいまちひがしやかた

　　８７１-０２０１・大分県中津市本耶馬渓町樋田・ほんやはﾞけいまちひだ

　　８７１-００４７・大分県中津市丸山町・まるやまちよう

　　８７１-００２５・大分県中津市万田・まんだ

　　８７１-００６１・大分県中津市南稲堀・みなみいなほﾞり

　　８７１-００９２・大分県中津市南新地・みなみしんち

　　８７１-００８７・大分県中津市南堀川町・みなみほりかわまち

　　８７１-００３７・大分県中津市宮島町・みやじままち

　　８７１-００１２・大分県中津市宮夫・みやぶ

　　８７９-０１２１・大分県中津市諸田・もろた

　　８７１-００４９・大分県中津市諸町・もろまち

　　８７１-００８３・大分県中津市矢場・やはﾞ

　　８７１-０４３１・大分県中津市耶馬溪町大島・やはﾞけいまちおおしま

　　８７１-０４１３・大分県中津市耶馬溪町大野・やはﾞけいまちおおの

　　８７１-０４０６・大分県中津市耶馬溪町小友田・やはﾞけいまちおともだ

　　８７１-０４０５・大分県中津市耶馬溪町柿坂・やはﾞけいまちかきさか

　　８７１-０４３２・大分県中津市耶馬溪町金吉・ やはﾞけいまちかなよじ

　　８７１-０４０２・大分県中津市耶馬溪町冠石野・やはﾞけいまちかぶしの

　　８７１-０４１４・大分県中津市耶馬溪町川原口・やはﾞけいまちかわらぐち

　　８７１-０４２２・大分県中津市耶馬溪町深耶馬・やはﾞけいまちしんやはﾞ

　　８７１-０４０３・大分県中津市耶馬溪町多志田・やはﾞけいまちたしだ

　　８７１-０４１２・大分県中津市耶馬溪町栃木・やはﾞけいまちとちぎ

　　８７１-０４０４・大分県中津市耶馬溪町戸原・やはﾞけいまちとはﾞる

　　８７１-０４１１・大分県中津市耶馬溪町中畑・やはﾞけいまちなかはた

　　８７１-０４３４・大分県中津市耶馬溪町樋山路・やはﾞけいまちひやまじ

　　８７１-０４０１・大分県中津市耶馬溪町平田・やはﾞけいまちひらた

　　８７１-０４０８・大分県中津市耶馬溪町福土・やはﾞけいまちふくつち

　　８７１-０４０７・大分県中津市耶馬溪町三尾母・やはﾞけいまちみおも

　　８７１-０４３３・大分県中津市耶馬溪町宮園・やはﾞけいまちみやその

　　８７１-０４２１・大分県中津市耶馬溪町山移・やはﾞけいまちやまうつり

　　８７１-０７１５・大分県中津市山国町宇曽・やまくにまちうそ

　　８７１-０７０２・大分県中津市山国町草本・やまくにまちくさもと

　　８７１-０７０３・大分県中津市山国町小屋川・やまくにまちこやがわ

　　８７１-０７０１・大分県中津市山国町槻木・やまくにまちつきのき

　　８７１-０７１４・大分県中津市山国町長尾野・やまくにまちながおの

　　８７１-０７１６・大分県中津市山国町中摩・やまくにまちなかま

　　８７１-０７１１・大分県中津市山国町平小野・やまくにまちひらおの

　　８７１-０７１３・大分県中津市山国町藤野木・やまくにまちふじのき

　　８７１-０７１２・大分県中津市山国町守実・やまくにまちもりざね

　　８７１-０７０４・大分県中津市山国町吉野・やまくにまちよしの

　　８７１-００６２・大分県中津市山下・やました

　　８７１-００８５・大分県中津市弓町・ゆみちよう

　　８７１-００２３・大分県中津市湯屋・ゆや

　　８７１-００９６・大分県中津市竜王町・りゆうおうまち

　　８７１-００８８・大分県中津市留守居町・るすいまち

　　８７７-００００・大分県日田市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８７７-１２２４・大分県日田市秋原町・あきはﾞるまち

　　８７７-０００１・大分県日田市秋山町・あきやままち

　　８７７-００８４・大分県日田市朝日ケ丘・あさひがおか



　　８７７-００８５・大分県日田市朝日町・あさひまち

　　８７９-４２０２・大分県日田市天瀬町赤岩・あまがせまちあかいわ

　　８７７-０１１１・大分県日田市天瀬町五馬市・あまがせまちいつまいち

　　８７７-０１１４・大分県日田市天瀬町出口・あまがせまちいでぐち

　　８７９-４１２３・大分県日田市天瀬町女子畑・あまがせまちおなごはた

　　８７９-４１２２・大分県日田市天瀬町合田・あまがせまちごうた

　　８７９-４２０１・大分県日田市天瀬町桜竹・あまがせまちさくらだけ

　　８７７-０１１３・大分県日田市天瀬町塚田・あまがせまちつかだ

　　８７７-０１１２・大分県日田市天瀬町本城・あまがせまちほんじよう

　　８７９-４１２１・大分県日田市天瀬町馬原・あまがせまちまはﾞる

　　８７９-４２０３・大分県日田市天瀬町湯山・あまがせまちゆやま

　　８７７-１３６６・大分県日田市あやめ台・あやめだい

　　８７７-１３６１・大分県日田市有田町・ありたまち

　　８７７-１３７５・大分県日田市池辺町・いけべまち

　　８７７-００６１・大分県日田市石井・いしい

　　８７７-１３５２・大分県日田市石松町・いしまつまち

　　８７７-１２２３・大分県日田市市ノ瀬町・いちのせまち

　　８７７-１３８３・大分県日田市岩美町・いわみまち

　　８７７-００６２・大分県日田市上野町・うえのまち

　　８７７-００６８・大分県日田市内河町・うちかわまち

　　８７７-１１０４・大分県日田市大鶴本町・おおつるほんまち

　　８７７-１１０７・大分県日田市大鶴町・おおつるまち

　　８７７-１１０５・大分県日田市大肥町・おおひまち

　　８７７-１１０６・大分県日田市大肥本町・おおひほんまち

　　８７７-００３３・大分県日田市大部町・おおべまち

　　８７７-００５５・大分県日田市大宮町・おおみやまち

　　８７７-０２０１・大分県日田市大山町西大山・おおやままちにしおおやま

　　８７７-０２０２・大分県日田市大山町東大山・おおやままちひがしおおやま

　　８７７-００３２・大分県日田市小ケ瀬町・おがせまち

　　８７７-１２２２・大分県日田市小河内町・おがわちまち

　　８７７-００８８・大分県日田市小迫町・おざこまち

　　８７７-１３６２・大分県日田市尾当町・おとうまち

　　８７７-００６４・大分県日田市小山町・おやままち

　　８７７-００２２・大分県日田市神来町・かみくまち

　　８７７-０００３・大分県日田市上城内町・かみじようないまち

　　８７７-０３１２・大分県日田市上津江町上野田・かみつえまちかみのだ

　　８７７-０３１１・大分県日田市上津江町川原・かみつえまちかわはﾞる

　　８７７-１３７２・大分県日田市上諸留町・かみもろどめまち

　　８７７-００７６・大分県日田市亀川町・かめがわまち

　　８７７-００６６・大分県日田市川下・かわした

　　８７７-００４３・大分県日田市川原町・かわはらまち

　　８７７-００４５・大分県日田市亀山町・きざんまち

　　８７７-００７８・大分県日田市北友田・きたともだ

　　８７７-００８７・大分県日田市君迫町・きみざこまち

　　８７７-００５１・大分県日田市京町・きようまち

　　８７７-００６３・大分県日田市串川町・くしかわまち

　　８７７-００４４・大分県日田市隈・くま

　　８７７-００３１・大分県日田市古金町・こがねまち

　　８７７-００５４・大分県日田市琴平町・ことひらまち

　　８７７-１２３１・大分県日田市財津町・ざいつまち

　　８７７-１３５４・大分県日田市坂井町・さかいまち

　　８７７-１３５１・大分県日田市三ノ宮町・さんのみやまち

　　８７７-００１６・大分県日田市三本松・さんほﾞんまつ

　　８７７-００１７・大分県日田市三本松新町・さんほﾞんまつしんまち

　　８７７-１２３２・大分県日田市清水町・しみずまち

　　８７７-００３８・大分県日田市下井手町・しもいでまち

　　８７７-１１０２・大分県日田市上宮町・じようぐうまち

　　８７７-０００２・大分県日田市城内新町・じようないしんまち

　　８７７-０００４・大分県日田市城町・しろまち

　　８７７-１２４３・大分県日田市鈴連町・すずれまち

　　８７７-００８１・大分県日田市清岸寺町・せいがんじまち

　　８７７-００５６・大分県日田市誠和町・せいわまち

　　８７７-００５２・大分県日田市銭渕町・ぜにぶちまち

　　８７７-００５９・大分県日田市大日町・だいにちまち

　　８７７-００６７・大分県日田市高井町・たかいまち

　　８７７-００５３・大分県日田市高瀬本町・たかせほんまち

　　８７７-００４１・大分県日田市竹田新町・たけだしんまち

　　８７７-００２３・大分県日田市田島（大字）・たしま(おおあざ)

　　８７７-００２５・大分県日田市田島（丁目）・たしま

　　８７７-００２６・大分県日田市田島本町・たしまほんまち



　　８７７-００７１・大分県日田市玉川町・たまがわまち

　　８７７-００１２・大分県日田市淡窓・たんそう

　　８７７-００１５・大分県日田市中央・ちゆうおう

　　８７７-１３７３・大分県日田市月出町・つきでまち

　　８７７-１１０３・大分県日田市鶴河内町・つるがわちまち

　　８７７-１１０１・大分県日田市鶴城町・つるぎまち

　　８７７-１２３４・大分県日田市天神町・てんじんまち

　　８７７-１２４２・大分県日田市殿町・とのまち

　　８７７-１３６３・大分県日田市中尾町・なかおまち

　　８７７-００１１・大分県日田市中城町・なかじようまち

　　８７７-０３０２・大分県日田市中津江村合瀬・なかつえむらごうせ

　　８７７-０３０１・大分県日田市中津江村栃野・なかつえむらとちの

　　８７７-００７５・大分県日田市中釣町・なかつﾞるまち

　　８７７-００７４・大分県日田市中ノ島町・なかのしままち

　　８７７-００４７・大分県日田市中本町・なかほんまち

　　８７７-００５８・大分県日田市南部町・なんぶまち

　　８７７-００７２・大分県日田市新治町・にいはﾞるまち

　　８７７-００８６・大分県日田市二串町・にくしちよう

　　８７７-１３５３・大分県日田市上手町・のほﾞてまち

　　８７７-１３８４・大分県日田市羽田町・はたまち

　　８７７-１３８１・大分県日田市東羽田町・ひがしはたまち

　　８７７-００４２・大分県日田市東町・ひがしまち

　　８７７-００３５・大分県日田市日高町・ひだかまち

　　８７７-００７３・大分県日田市日ノ隈町・ひのくままち

　　８７７-００８２・大分県日田市日ノ出町・ひのでまち

　　８７７-１３８２・大分県日田市日の本町・ひのもとまち

　　８７７-００８３・大分県日田市吹上町・ふきあげまち

　　８７７-１２２１・大分県日田市伏木町・ふしきまち

　　８７７-１２２５・大分県日田市藤山町・ふじやままち

　　８７７-００４６・大分県日田市本庄町・ほんじようまち

　　８７７-００１４・大分県日田市本町・ほんまち

　　８７７-０２１１・大分県日田市前津江町赤石・ まえつえまちあかいじ

　　８７７-０２１２・大分県日田市前津江町大野・まえつえまちおおの

　　８３９-１４２１・大分県日田市前津江町柚木（１～８００)・ゆうぎ

　　８３９-１４２１・大分県日田市前津江町柚木（千蔵木）・ゆうぎ(１-８００)

　　８３９-１４２１・大分県日田市前津江町柚木（塔ノ本）・ゆうぎ(せんぞうぎ)

　　８３９-１４２１・大分県日田市前津江町柚木（仁田原）・ゆうぎ(とうのもと)

　　８３９-１４２１・大分県日田市前津江町柚木（本村）・ゆうぎ(ほんむら)

　　８７７-０２２１・大分県日田市前津江町柚木（その他）・ゆうぎ(そのた)

　　８７７-１３７４・大分県日田市松野町・まつのまち

　　８７７-０００５・大分県日田市豆田町・まめだまち

　　８７７-０００７・大分県日田市丸の内町・まるのうちまち

　　８７７-０００８・大分県日田市丸山・まるやま

　　８７７-１３６４・大分県日田市三池町・みいけまち

　　８７７-１２４４・大分県日田市三河町・みかわまち

　　８７７-１３６５・大分県日田市水目町・みずめまち

　　８７７-００６５・大分県日田市緑町・みどりまち

　　８７７-０００６・大分県日田市港町・みなとまち

　　８７７-００７７・大分県日田市南友田町・みなみともだまち

　　８７７-００２４・大分県日田市南元町・みなみもとまち

　　８７７-００３６・大分県日田市三芳小渕町・みよしこぶちまち

　　８７７-１２３３・大分県日田市三和団地・みわだんち

　　８７７-００１３・大分県日田市元町・もとまち

　　８７７-１１２１・大分県日田市源栄町（池ノ鶴）・もとえまち(いけのつる)

　　８７７-１１２１・大分県日田市源栄町（皿山）・もとえまち(さらやま)

　　８７７-１２４１・大分県日田市源栄町（その他）・もとえまち(そのた)

　　８７７-００２１・大分県日田市求町・もとめまち

　　８７７-００３４・大分県日田市桃山町・ももやままち

　　８７７-１３７１・大分県日田市諸留町・もろどめまち

　　８７７-００５７・大分県日田市八幡町・やはたまち

　　８７７-００８９・大分県日田市山田町・やまだまち

　　８７７-００３９・大分県日田市刃連町・ゆきいまち

　　８７７-１１１１・大分県日田市夜明上町・よあけかみまち

　　８７７-１１１２・大分県日田市夜明中町・よあけなかまち

　　８７７-１１１３・大分県日田市夜明関町・よあけせきまち

　　８７７-００３７・大分県日田市若宮町・わかみやまち

　　８７６-００００・大分県佐伯市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８７６-１５１３・大分県佐伯市青山・あおやま

　　８７６-０００４・大分県佐伯市荒網代浦・あらじろうら

　　８７６-００２５・大分県佐伯市池田・いけだ



　　８７６-０８３３・大分県佐伯市池船町・いけふねまち

　　８７６-０００５・大分県佐伯市石間浦・いしまうら

　　８７６-００４２・大分県佐伯市稲垣・いながき

　　８７６-０８４９・大分県佐伯市臼坪・うすつほﾞ

　　８７６-０８４５・大分県佐伯市内町・うちまち

　　８７９-３２０１・大分県佐伯市宇目大平・うめおおひら

　　８７９-３３０１・大分県佐伯市宇目小野市・うめおのいち

　　８７９-３２０２・大分県佐伯市宇目河内・うめかわち

　　８７９-３４０２・大分県佐伯市宇目木浦内・うめきうらうち

　　８７９-３４０１・大分県佐伯市宇目木浦鉱山・うめきうらこうざん

　　８７９-３２０３・大分県佐伯市宇目塩見園・うめしおみぞの

　　８７９-３２０４・大分県佐伯市宇目重岡・うめしげおか

　　８７９-３２０５・大分県佐伯市宇目千束・うめせんぞく

　　８７９-３３０２・大分県佐伯市宇目南田原・うめみなみたはﾞる

　　８７６-０８０３・大分県佐伯市駅前・えきまえ

　　８７６-００１６・大分県佐伯市王子丸・おうじまる

　　８７６-００３６・大分県佐伯市大越・おおこえ

　　８７６-０８３１・大分県佐伯市大手町・おおてまち

　　８７６-１１０５・大分県佐伯市海崎・かいざき

　　８７６-００４３・大分県佐伯市樫野・かしの

　　８７６-０８０６・大分県佐伯市春日町・かすがまち

　　８７６-１１０４・大分県佐伯市霞ケ浦・かすみがうら

　　８７６-０００８・大分県佐伯市片神浦・かたがみうら

　　８７６-１５１２・大分県佐伯市堅田・かたた

　　８７６-０８０１・大分県佐伯市葛港・かつﾞらみなと

　　８７６-２４０２・大分県佐伯市蒲江猪串浦・かまえいのくしうら

　　８７６-２２０２・大分県佐伯市蒲江尾浦・かまえおうら

　　８７６-２４０６・大分県佐伯市蒲江葛原浦・かまえかずらはらうら

　　８７６-２４０１・大分県佐伯市蒲江蒲江浦・かまえかまえうら

　　８７６-２２０３・大分県佐伯市蒲江楠本浦・かまえくすもとうら

　　８７６-２３０１・大分県佐伯市蒲江竹野浦河内・かまえたけのうらごうち

　　８７６-２３０２・大分県佐伯市蒲江西野浦・かまえにしのうら

　　８７６-２４０３・大分県佐伯市蒲江野々河内浦・かまえののかわちうら

　　８７６-２２０１・大分県佐伯市蒲江畑野浦・かまえはたのうら

　　８７６-２４０７・大分県佐伯市蒲江波当津浦・かまえはとうつﾞうら

　　８７６-２４０５・大分県佐伯市蒲江丸市尾浦・かまえまるいちびうら

　　８７６-２４０４・大分県佐伯市蒲江森崎浦・かまえもりざきうら

　　８７９-２６０１・大分県佐伯市上浦浅海井浦・かみうらあざむいうら

　　８７９-２６０２・大分県佐伯市上浦津井浦・かみうらついうら

　　８７９-２６０３・大分県佐伯市上浦最勝海浦・かみうらにいなめうら

　　８７６-００４５・大分県佐伯市上岡・かみおか

　　８７６-００２７・大分県佐伯市上久部・かみくべ

　　８７６-００３４・大分県佐伯市上城・かみじよう

　　８７６-００２２・大分県佐伯市上灘・かみなだ

　　８７６-１１０１・大分県佐伯市狩生・かりう

　　８７６-００３１・大分県佐伯市川原・かわはﾞる

　　８７６-０８０４・大分県佐伯市蟹田・がんだ

　　８７６-００３５・大分県佐伯市岸河内・きしがわち

　　８７６-２１２１・大分県佐伯市木立・きたち

　　８７６-０００７・大分県佐伯市久保浦・くほﾞうら

　　８７６-０８４１・大分県佐伯市来島町・くるしままち

　　８７６-００１１・大分県佐伯市坂の浦・さかのうら

　　８７６-００５２・大分県佐伯市坂山・さかやま

　　８７６-０００３・大分県佐伯市塩内浦・しうちうら

　　８７６-００２４・大分県佐伯市下久部・しもくべ

　　８７６-００３３・大分県佐伯市下城・しもじよう

　　８７６-０８４８・大分県佐伯市城下東町・じようかひがしまち

　　８７６-０８４７・大分県佐伯市城下西町・じようかにしまち

　　８７６-００６３・大分県佐伯市城西区・じようせいく

　　８７６-０８４６・大分県佐伯市城東町・じようとうまち

　　８７６-０８３４・大分県佐伯市城南町・じようなんまち

　　８７６-００２６・大分県佐伯市匠南・しようなん

　　８７６-００１４・大分県佐伯市白方・しらかた

　　８７６-０８２４・大分県佐伯市新女島・しんめじま

　　８７６-０８３２・大分県佐伯市船頭町・せんどうまち

　　８７６-００４４・大分県佐伯市高畠・たかはﾞた

　　８７６-００５３・大分県佐伯市高畑・たかはﾞたけ

　　８７６-０００１・大分県佐伯市高松浦・たかまつうら

　　８７６-０８０７・大分県佐伯市田の浦町・たのうらまち

　　８７６-００４７・大分県佐伯市鶴岡西町・つるおかにしまち



　　８７６-０８３５・大分県佐伯市鶴岡町・つるおかまち

　　８７６-００１２・大分県佐伯市鶴望・つるみ

　　８７６-１２０４・大分県佐伯市鶴見有明浦・つるみありあけうら

　　８７６-１３１３・大分県佐伯市鶴見大島・つるみおおしま

　　８７６-１２０３・大分県佐伯市鶴見沖松浦・つるみおきまつうら

　　８７６-１３１２・大分県佐伯市鶴見梶寄浦・つるみかじよせうら

　　８７６-１２０２・大分県佐伯市鶴見地松浦・つるみじまつうら

　　８７６-１３１１・大分県佐伯市鶴見丹賀浦・つるみたんがうら

　　８７６-１３０６・大分県佐伯市鶴見中越浦（猿戸）・(さると)

　　８７６-１３０６・大分県佐伯市鶴見中越浦（広浦）・(ひろうら)

　　８７６-１２０６・大分県佐伯市鶴見中越浦（その他）・(そのた)

　　８７６-１２０５・大分県佐伯市鶴見羽出浦・つるみはいでうら

　　８７６-１２０１・大分県佐伯市鶴見吹浦・つるみふきうら

　　８７６-０８１１・大分県佐伯市鶴谷町・つるやまち

　　８７６-００５１・大分県佐伯市寺田・てらだ

　　８７６-０８５１・大分県佐伯市常盤東町・ときわひがしまち

　　８７６-０８５７・大分県佐伯市常盤西町・ときわにしまち

　　８７６-０８５２・大分県佐伯市常盤南町・ときわみなみまち

　　８７９-３１０１・大分県佐伯市直川赤木・なおかわあかぎ

　　８７９-３１０２・大分県佐伯市直川上直見・なおかわかみなおみ

　　８７９-３１０３・大分県佐伯市直川下直見・なおかわしもなおみ

　　８７９-３１０４・大分県佐伯市直川仁田原・なおかわにたはら

　　８７９-３１０５・大分県佐伯市直川横川・なおかわよこがわ

　　８７６-０８１２・大分県佐伯市中江町・なかえまち

　　８７６-０８４３・大分県佐伯市中の島・なかのしま

　　８７６-０８４２・大分県佐伯市中ノ島東町・なかのしまひがしまち

　　８７６-０８５３・大分県佐伯市中村東町・なかむらひがしまち

　　８７６-０８５５・大分県佐伯市中村西町・なかむらにしまち

　　８７６-０８５４・大分県佐伯市中村南町・なかむらみなみまち

　　８７６-０８５６・大分県佐伯市中村北町・なかむらきたまち

　　８７６-００３２・大分県佐伯市中山・なかやま

　　８７６-０８１３・大分県佐伯市長島町・ながしままち

　　８７６-００４１・大分県佐伯市長瀬・ながせ

　　８７６-１５１１・大分県佐伯市長良・ながら

　　８７６-０８３６・大分県佐伯市西谷町・にしだにまち

　　８７６-０８２２・大分県佐伯市西浜・にしはま

　　８７６-０８１５・大分県佐伯市野岡町・のおかまち

　　８７６-００１７・大分県佐伯市野口・のぐち

　　８７６-００３７・大分県佐伯市長谷・はせ

　　８７６-１１０６・大分県佐伯市戸穴・ひあな

　　８７６-００２１・大分県佐伯市東灘・ひがしなだ

　　８７６-０８２１・大分県佐伯市東浜・ひがしはま

　　８７６-０８１４・大分県佐伯市東町・ひがしまち

　　８７６-０８０２・大分県佐伯市日の出町・ひのでまち

　　８７６-０００２・大分県佐伯市日向泊浦・ひゆうがどまりうら

　　８７６-００１８・大分県佐伯市平・ひら

　　８７６-０８０５・大分県佐伯市平野町・ひらのまち

　　８７６-１１０２・大分県佐伯市二栄・ふたはﾞえ

　　８７６-００６２・大分県佐伯市古市・ふるいち

　　８７６-００２３・大分県佐伯市蛇崎・へびざき

　　８７６-０８４４・大分県佐伯市向島・ほうじま

　　８７６-０２１１・大分県佐伯市本匠井ノ上・ほんじよういのうえ

　　８７６-０２１２・大分県佐伯市本匠因尾・ほんじよういんび

　　８７６-０２０４・大分県佐伯市本匠宇津々・ほんじよううつつ

　　８７６-０２０６・大分県佐伯市本匠小川・ほんじようおがわ

　　８７６-０２１５・大分県佐伯市本匠小半・ほんじようおながら

　　８７６-０２０２・大分県佐伯市本匠笠掛・ほんじようかさかけ

　　８７６-０２０１・大分県佐伯市本匠風戸・ほんじようかざと

　　８７６-０２１４・大分県佐伯市本匠上津川・ほんじようこうつﾞがわ

　　８７６-０２１３・大分県佐伯市本匠堂ノ間・ほんじようどうのま

　　８７６-０２０５・大分県佐伯市本匠波寄・ほんじようはき

　　８７６-０２０３・大分県佐伯市本匠三股・ほんじようみまた

　　８７６-０２１６・大分県佐伯市本匠山部・ほんじようやまぶ

　　８７６-０８２３・大分県佐伯市女島・めじま

　　８７６-０８２５・大分県佐伯市女島団地・めじまだんち

　　８７６-００１５・大分県佐伯市百谷・ももたに

　　８７６-１１０３・大分県佐伯市護江・もりえ

　　８７６-０００６・大分県佐伯市守後浦・もりごうら

　　８７６-００６１・大分県佐伯市門前・もんぜ

　　８７６-００６４・大分県佐伯市八迫区・やさこく



　　８７６-０１１１・大分県佐伯市弥生井崎・やよいいさき

　　８７６-０１２５・大分県佐伯市弥生江良・やよいえら

　　８７６-０１０１・大分県佐伯市弥生大坂本・やよいおおさかもと

　　８７６-０１１２・大分県佐伯市弥生上小倉・やよいかみおぐら

　　８７６-０１２２・大分県佐伯市弥生門田・やよいかんた

　　８７６-０１２１・大分県佐伯市弥生小田・やよいこだ

　　８７６-０１２４・大分県佐伯市弥生細田・やよいさいた

　　８７６-０１０２・大分県佐伯市弥生尺間・やよいしやくま

　　８７６-０１２６・大分県佐伯市弥生提内・やよいひさぎうち

　　８７６-０１２３・大分県佐伯市弥生平井・やよいひらい

　　８７６-０１１３・大分県佐伯市弥生山梨子・ やよいやまなじ

　　８７６-０１０３・大分県佐伯市弥生床木・やよいゆかぎ

　　８７６-１４０２・大分県佐伯市米水津色利浦・よのうつﾞいろりうら

　　８７６-１４０１・大分県佐伯市米水津浦代浦（その他）・(そのた)

　　８７６-１３０１・大分県佐伯市米水津浦代浦（間越）・(はざこ)

　　８７６-１３０１・大分県佐伯市米水津浦代浦（芳ケ浦）・(よしがうら)

　　８７６-１４０４・大分県佐伯市米水津小浦・よのうつﾞこうら

　　８７６-１４０５・大分県佐伯市米水津竹野浦・よのうつﾞたけのうら

　　８７６-１４０３・大分県佐伯市米水津宮野浦・よのうつﾞみやのうら

　　８７６-００１３・大分県佐伯市若宮町・わかみやまち

　　８７６-００４６・大分県佐伯市脇・わき

　　８７５-００００・大分県臼杵市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８７５-００６５・大分県臼杵市家野・いえの

　　８７５-００３４・大分県臼杵市板知屋・いたちや

　　８７５-００５２・大分県臼杵市市浜・いちはま

　　８７５-００８２・大分県臼杵市稲田・いなだ

　　８７５-００８３・大分県臼杵市井村・いむら

　　８７５-００４１・大分県臼杵市臼杵・うすき

　　８７５-００２３・大分県臼杵市江無田・えむた

　　８７５-００３３・大分県臼杵市大泊・おおとまり

　　８７５-０００４・大分県臼杵市大野・おおの

　　８７５-００１２・大分県臼杵市大浜・おおはま

　　８７５-００７７・大分県臼杵市乙見・おとみ

　　８７５-００４２・大分県臼杵市海添・かいぞえ

　　８７５-００７３・大分県臼杵市掻懐・かきだき

　　８７５-００３２・大分県臼杵市風成・ かざなじ

　　８７５-００７０・大分県臼杵市久木小野・くぎおの

　　８７５-０００１・大分県臼杵市佐志生・さしう

　　８７５-００７４・大分県臼杵市左津留・さつﾞる

　　８７５-０００２・大分県臼杵市下ノ江・したのえ

　　８７５-００２２・大分県臼杵市末広・すえひろ

　　８７５-００１１・大分県臼杵市諏訪・すわ

　　８７５-０００３・大分県臼杵市田井・たい

　　８７５-００７８・大分県臼杵市高山・たかやま

　　８７５-００８４・大分県臼杵市岳谷・たけや

　　８７５-００７９・大分県臼杵市武山・たけやま

　　８７５-００２１・大分県臼杵市田尻・たじり

　　８７５-００５１・大分県臼杵市戸室・とむろ

　　８７５-００７２・大分県臼杵市中臼杵・なかうすき

　　８７５-００７５・大分県臼杵市中尾・なかお

　　８７５-００１３・大分県臼杵市中津浦・なかつうら

　　８７５-００４３・大分県臼杵市二王座・におうざ

　　８７５-００６２・大分県臼杵市野田・のだ

　　８７５-０２２１・大分県臼杵市野津町秋山・のつまちあきやま

　　８７５-０３４３・大分県臼杵市野津町岩屋・のつまちいわや

　　８７５-０２３２・大分県臼杵市野津町烏嶽・のつまちうがく

　　８７５-０２１２・大分県臼杵市野津町老松・のつまちおいまつ

　　８７５-０２１５・大分県臼杵市野津町王子・のつまちおうじ

　　８７５-０３４２・大分県臼杵市野津町落谷・のつまちおちだに

　　８７５-０３５２・大分県臼杵市野津町垣河内・のつまちかきがわち

　　８７５-０２１６・大分県臼杵市野津町亀甲・のつまちかめこう

　　８７５-０２３７・大分県臼杵市野津町西寒田・のつまちささむた

　　８７５-０３４４・大分県臼杵市野津町白岩・のつまちしらいわ

　　８７５-０３４１・大分県臼杵市野津町清水原・のつまちそうずはﾞる

　　８７５-０２３１・大分県臼杵市野津町千塚・のつまちちつﾞか

　　８７５-０３５１・大分県臼杵市野津町泊・のつまちとまり

　　８７５-０３５３・大分県臼杵市野津町西神野・のつまちにしこうの

　　８７５-０２２４・大分県臼杵市野津町西畑・のつまちにしはた

　　８７５-０２０１・大分県臼杵市野津町野津市・のつまちのついち

　　８７５-０２１３・大分県臼杵市野津町八里合・のつまちはちりごう



　　８７５-０２３４・大分県臼杵市野津町原・のつまちはる

　　８７５-０３２３・大分県臼杵市野津町東谷（三重谷）・(みえだに)

　　８７５-０２２３・大分県臼杵市野津町東谷（その他）・ひがしたに(そのた)

　　８７５-０２１４・大分県臼杵市野津町福良木・のつまちふくらぎ

　　８７５-０２３５・大分県臼杵市野津町藤小野・のつまちふじおの

　　８７５-０２０３・大分県臼杵市野津町前河内・のつまちまえがわち

　　８７５-０２１１・大分県臼杵市野津町都原・のつまちみやこはﾞる

　　８７５-０２３３・大分県臼杵市野津町宮原・のつまちみやはﾞる

　　８７５-０２０２・大分県臼杵市野津町山頭・のつまちやまず

　　８７５-０２３６・大分県臼杵市野津町柚野木・のつまちゆのき

　　８７５-０２２２・大分県臼杵市野津町吉田・のつまちよしだ

　　８７５-００７６・大分県臼杵市東神野・ひがしこうの

　　８７５-００３１・大分県臼杵市深江・ふかえ

　　８７５-００６４・大分県臼杵市深田・ふかた

　　８７５-００５３・大分県臼杵市福良・ふくら

　　８７５-００８１・大分県臼杵市藤河内・ふじかわち

　　８７５-００６１・大分県臼杵市前田・まえだ

　　８７５-００６３・大分県臼杵市望月・もちつﾞき

　　８７５-００７１・大分県臼杵市吉小野・よしおの

　　８７９-２４００・大分県津久見市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８７９-２６８２・大分県津久見市網代・あじろ

　　８７９-２４４５・大分県津久見市井無田町・いむたまち

　　８７９-２４５９・大分県津久見市入船東町・いりふねひがしまち

　　８７９-２４５８・大分県津久見市入船西町・いりふねにしまち

　　８７９-２４１１・大分県津久見市岩屋町・いわやまち

　　８７９-２４３１・大分県津久見市大友町・おおともまち

　　８７９-２４５５・大分県津久見市岡町・おかまち

　　８７９-２４７５・大分県津久見市堅浦・かたうら

　　８７９-２４６１・大分県津久見市上青江・かみあおえ

　　８７９-２４３６・大分県津久見市上宮本町・かみみやもとまち

　　８７９-２４７１・大分県津久見市合ノ元町・ごうのもとまち

　　８７９-２４５３・大分県津久見市小園町・こぞのまち

　　８７９-２４５４・大分県津久見市地蔵町・じぞうまち

　　８７９-２４５７・大分県津久見市志手町・してまち

　　８７９-２４４６・大分県津久見市下青江・しもあおえ

　　８７９-２４５１・大分県津久見市新町・しんまち

　　８７９-２４４３・大分県津久見市セメント町・せめんとまち

　　８７９-２４１２・大分県津久見市高洲町・たかすまち

　　８７９-２４３４・大分県津久見市立花町・たちはﾞなまち

　　８７９-２４０１・大分県津久見市千怒・ちぬ

　　８７９-２４４１・大分県津久見市中央町・ちゆうおうまち

　　８７９-２４２１・大分県津久見市津久見・つくみ

　　８７９-２４１３・大分県津久見市津久見浦・つくみうら

　　８７９-２４７４・大分県津久見市徳浦・とくうら

　　８７９-２４７２・大分県津久見市徳浦本町・とくうらほんまち

　　８７９-２４７３・大分県津久見市徳浦宮町・とくうらみやまち

　　８７９-２４３３・大分県津久見市中田町・なかだまち

　　８７９-２４５２・大分県津久見市中町・なかまち

　　８７９-２４７６・大分県津久見市長目・ながめ

　　８７９-２６８１・大分県津久見市日見・ひみ

　　８７９-２４３２・大分県津久見市文京町・ぶんきようまち

　　８７９-２５０１・大分県津久見市保戸島・ほとじま

　　８７９-２４４２・大分県津久見市港町・みなとまち

　　８７９-２４３５・大分県津久見市宮本町・みやもとまち

　　８７９-２４４４・大分県津久見市元町・もとまち

　　８７９-２４５６・大分県津久見市門前町・もんぜんまち

　　８７９-２４２２・大分県津久見市八戸・やと

　　８７９-２６８３・大分県津久見市四浦・ようら

　　８７８-００００・大分県竹田市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８７８-００１１・大分県竹田市会々・あいあい

　　８７８-００２１・大分県竹田市穴井迫・あないざこ

　　８７８-０１５３・大分県竹田市市用・いちもち

　　８７９-６１８２・大分県竹田市今・いま

　　８７８-００２２・大分県竹田市岩瀬・いわせ

　　８７８-００３１・大分県竹田市岩本・いわもと

　　８７８-０００１・大分県竹田市植木・うえき

　　８７８-０００２・大分県竹田市枝・えだ

　　８７８-００３２・大分県竹田市太田・おおた

　　８７８-０１４１・大分県竹田市小川・おがわ

　　８７９-６１３４・大分県竹田市荻町瓜作・おぎまちうりつくり



　　８７９-６１１３・大分県竹田市荻町恵良原・おぎまちえらはる

　　８７９-６１２６・大分県竹田市荻町大平・おぎまちおおだいら

　　８７９-６１２２・大分県竹田市荻町柏原・おぎまちかしわはﾞる

　　８７９-６１２７・大分県竹田市荻町叶野・おぎまちかないの

　　８７９-６１３５・大分県竹田市荻町北原・おぎまちきたはﾞる

　　８７９-６１０１・大分県竹田市荻町木下・おぎまちきのした

　　８７９-６１２１・大分県竹田市荻町桑木・おぎまちくわぎ

　　８７９-６１３２・大分県竹田市荻町西福寺・おぎまちさいふくじ

　　８７９-６１３１・大分県竹田市荻町鴫田・おぎまちしぎた

　　８７９-６１０３・大分県竹田市荻町新藤・おぎまちしんどう

　　８７９-６１１６・大分県竹田市荻町高城・おぎまちたかじよう

　　８７９-６１２８・大分県竹田市荻町高練木・おぎまちたかねりき

　　８７９-６１３３・大分県竹田市荻町田代・おぎまちたしろ

　　８７９-６１１５・大分県竹田市荻町馬場・おぎまちはﾞはﾞ

　　８７９-６１２４・大分県竹田市荻町陽目・おぎまちひなため

　　８７９-６１０４・大分県竹田市荻町藤渡・おぎまちふじわたり

　　８７９-６１２５・大分県竹田市荻町仏面・おぎまちぶつめん

　　８７９-６１１２・大分県竹田市荻町馬背野・おぎまちませの

　　８７９-６１０２・大分県竹田市荻町政所・おぎまちまどころ

　　８７９-６１１１・大分県竹田市荻町南河内・おぎまちみなみがわち

　　８７９-６１２３・大分県竹田市荻町宮平・おぎまちみやびら

　　８７９-６１８１・大分県竹田市小塚・おつﾞか

　　８７８-０００３・大分県竹田市片ケ瀬・かたかせ

　　８７８-０１６１・大分県竹田市上坂田・かみさかだ

　　８７８-０１６３・大分県竹田市上畑・かみはた

　　８７８-０１６４・大分県竹田市刈小野・かりおの

　　８７８-０１５４・大分県竹田市川床・かわどこ

　　８７８-０１４３・大分県竹田市城原・きはﾞる

　　８７８-００２３・大分県竹田市君ケ園・きみがその

　　８７８-０５７２・大分県竹田市九重野・くじゆうの

　　８７８-０２０２・大分県竹田市久住町有氏・くじゆうまちありうじ

　　８７８-０２０４・大分県竹田市久住町栢木・くじゆうまちかやぎ

　　８７８-０２０１・大分県竹田市久住町久住・くじゆうまちくじゆう

　　８７８-０２０５・大分県竹田市久住町白丹・くじゆうまちしらに

　　８７８-０２０６・大分県竹田市久住町添ケ津留・くじゆうまちそえがつる

　　８７８-０２０３・大分県竹田市久住町仏原・くじゆうまちぶつはﾞる

　　８７８-０２５６・大分県竹田市久保（１４４９)・くほﾞ(１４４９)

　　８７８-０１５６・大分県竹田市久保（その他）・くほﾞ(そのた)

　　８７８-０５７６・大分県竹田市倉木・くらき

　　８７８-０５７４・大分県竹田市神原・こうはﾞる

　　８７８-０１５５・大分県竹田市志土知・しとち

　　８７８-０１５１・大分県竹田市下坂田・しもさかだ

　　８７８-０１５２・大分県竹田市下志土知・しもしとち

　　８７９-６１８４・大分県竹田市菅生・すごう

　　８７８-０１６２・大分県竹田市炭竈・すみかまど

　　８７８-０５７５・大分県竹田市田井・たい

　　８７８-０１４４・大分県竹田市高伏・ たかぶじ

　　８７８-００１３・大分県竹田市竹田・たけた

　　８７８-００１２・大分県竹田市竹田町・たけたまち

　　８７８-００２４・大分県竹田市玉来・たまらい

　　８７８-０５７１・大分県竹田市次倉・つぎくら

　　８７９-６１８３・大分県竹田市戸上・とうえ

　　８７８-０４０３・大分県竹田市直入町上田北・なおいりまちかみたぎた

　　８７８-０４０１・大分県竹田市直入町神堤・なおいりまちかみつつみ

　　８７８-０４０４・大分県竹田市直入町下田北・なおいりまちしもたぎた

　　８７８-０４０２・大分県竹田市直入町長湯・なおいりまちながゆ

　　８７８-０００４・大分県竹田市中・なか

　　８７８-０５７３・大分県竹田市中角・なかつの

　　８７８-００３３・大分県竹田市入田・にゆうた

　　８７８-００２５・大分県竹田市拝田原・はいたはﾞる

　　８７８-０００５・大分県竹田市挾田・はさだ

　　８７８-００２６・大分県竹田市飛田川・ひだがわ

　　８７８-０００６・大分県竹田市平田・ひらた

　　８７８-０１４２・大分県竹田市福原・ふくはら

　　８７８-０１４６・大分県竹田市古園・ふるぞの

　　８７８-０００７・大分県竹田市三宅・みやけ

　　８７８-００２７・大分県竹田市向山田・むこうやまだ

　　８７８-００３４・大分県竹田市門田・もんでん

　　８７８-００３５・大分県竹田市吉田・よしだ

　　８７８-０１４５・大分県竹田市米納・よない



　　８７８-００２８・大分県竹田市渡瀬・わたせ

　　８７９-０６００・大分県豊後高田市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８７９-０７３３・大分県豊後高田市荒尾・あらお

　　８７９-０７２２・大分県豊後高田市一畑・いちはた

　　８７９-０６２６・大分県豊後高田市今町・いままち

　　８７２-１１０７・大分県豊後高田市臼野・うすの

　　８７９-０７２３・大分県豊後高田市梅ノ木・うめのき

　　８７２-１２０１・大分県豊後高田市夷・えびす

　　８７２-１１０２・大分県豊後高田市大岩屋・おおいわや

　　８７２-１１０６・大分県豊後高田市大平・おおひら

　　８７９-０６０５・大分県豊後高田市御玉・おだま

　　８７２-１２０２・大分県豊後高田市香々地・かかちﾞ

　　８７９-０６２２・大分県豊後高田市鍛治屋町・かじやまち

　　８７２-１２０３・大分県豊後高田市堅来・かたく

　　８７９-０６０３・大分県豊後高田市鼎・かなえ

　　８７９-０６２３・大分県豊後高田市金谷町・かなやまち

　　８７２-１２０４・大分県豊後高田市上香々地・かみかかちﾞ

　　８７９-０７２１・大分県豊後高田市加礼川・かれがわ

　　８７９-０６０１・大分県豊後高田市草地・くさじ

　　８７９-０６１４・大分県豊後高田市来縄・くなわ

　　８７９-０６０８・大分県豊後高田市呉崎・くれさき

　　８７２-１１０３・大分県豊後高田市黒土・くろつち

　　８７９-０６１３・大分県豊後高田市小田原・こだわら

　　８７２-１２０５・大分県豊後高田市小畑・こはﾞた

　　８７９-０６２１・大分県豊後高田市是永町・これながまち

　　８７９-０６１５・大分県豊後高田市界・さかい

　　８７９-０６１２・大分県豊後高田市佐野・さの

　　８７２-１１０４・大分県豊後高田市城前・じようぜん

　　８７９-０６０９・大分県豊後高田市城台・じようだい

　　８７９-０６０７・大分県豊後高田市新栄・しんえい

　　８７９-０７２４・大分県豊後高田市新城・しんじよう

　　８７９-０６２７・大分県豊後高田市新地・しんち

　　８７９-０６２８・大分県豊後高田市新町・しんまち

　　８７９-０７３２・大分県豊後高田市大力・だいりき

　　８７９-０６１７・大分県豊後高田市高田・たかだ

　　８７９-０８４３・大分県豊後高田市田染相原・たしぶあいわら

　　８７９-０８４２・大分県豊後高田市田染池部・たしぶいけべ

　　８７９-０８４４・大分県豊後高田市田染上野・たしぶうえの

　　８７９-０８５４・大分県豊後高田市田染小崎・たしぶおさき

　　８７９-０８５３・大分県豊後高田市田染平野・たしぶひらの

　　８７９-０８４１・大分県豊後高田市田染蕗・たしぶふき

　　８７９-０８５５・大分県豊後高田市田染真木・たしぶまき

　　８７９-０８５２・大分県豊後高田市田染真中・たしぶまなか

　　８７９-０８５１・大分県豊後高田市田染横嶺・たしぶよこみね

　　８７９-０６０６・大分県豊後高田市玉津・たまつ

　　８７９-０６１８・大分県豊後高田市中央通・ちゆうおうどおり

　　８７９-０７３４・大分県豊後高田市築地・ついじ

　　８７９-０７３１・大分県豊後高田市長岩屋・ながいわや

　　８７２-１１０１・大分県豊後高田市中真玉・なかまたま

　　８７２-１１０５・大分県豊後高田市西真玉・にしまたま

　　８７９-０６１９・大分県豊後高田市浜町・はままち

　　８７２-１２０６・大分県豊後高田市羽根・はね

　　８７９-０６０２・大分県豊後高田市払田・はらいだ

　　８７９-０６２４・大分県豊後高田市本町・ほんまち

　　８７９-０７３５・大分県豊後高田市松行・まつゆき

　　８７９-０６１６・大分県豊後高田市水崎・みずさき

　　８７９-０６２５・大分県豊後高田市水取・みずとり

　　８７２-１２０７・大分県豊後高田市見目・みめ

　　８７９-０６０４・大分県豊後高田市美和・みわ

　　８７９-０６１１・大分県豊後高田市森・もり

　　８７３-００００・大分県杵築市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８７３-００１１・大分県杵築市相原・あいわら

　　８７３-０００５・大分県杵築市猪尾・いのお

　　８７３-００２１・大分県杵築市岩谷・いわや

　　８７３-０００６・大分県杵築市大内・おおうち

　　８７３-００２２・大分県杵築市大片平・おおかたひら

　　８７９-０９０１・大分県杵築市大田石丸・おおたいしまる

　　８７９-０９０４・大分県杵築市大田小野・おおたおの

　　８７９-０９０２・大分県杵築市大田沓掛・おおたくつかけ

　　８７９-０９１２・大分県杵築市大田白木原・おおたしらきはら



　　８７９-０９０３・大分県杵築市大田永松・おおたながまつ

　　８７９-０９１１・大分県杵築市大田波多方・おおたはだかた

　　８７３-００４１・大分県杵築市大田俣水（天堤）・おおたまたみず(あまつつみ)

　　８７９-０９４１・大分県杵築市大田俣水（その他）・おおたまたみず(そのた)

　　８７３-０００７・大分県杵築市片野・かたの

　　８７３-００２３・大分県杵築市鴨川・かもがわ

　　８７３-００３１・大分県杵築市狩宿・かりしゆく

　　８７３-０００１・大分県杵築市杵築・きつき

　　８７３-０００８・大分県杵築市熊野・くまの

　　８７３-００１２・大分県杵築市中・なか

　　８７３-００３２・大分県杵築市奈多・なだ

　　８７３-０００３・大分県杵築市馬場尾・はﾞはﾞお

　　８７３-００１３・大分県杵築市日野・ひの

　　８７３-００２４・大分県杵築市船部・ふなべ

　　８７３-００１４・大分県杵築市本庄・ほんじよう

　　８７３-００２５・大分県杵築市溝井・みぞい

　　８７３-０００２・大分県杵築市南杵築・みなみきつき

　　８７３-０００４・大分県杵築市宮司・みやじ

　　８７３-００３３・大分県杵築市守江・もりえ

　　８７３-００１５・大分県杵築市八坂・やさか

　　８７９-１３１１・大分県杵築市山香町内河野・やまがまちうちがわの

　　８７９-１３０４・大分県杵築市山香町小武・やまがまちおだけ

　　８７９-１３１３・大分県杵築市山香町久木野尾・やまがまちくぎのお

　　８７９-１３０５・大分県杵築市山香町倉成・やまがまちくらなり

　　８７９-１３０３・大分県杵築市山香町下・やまがまちしも

　　８７９-１３０２・大分県杵築市山香町立石・ やまがまちたていじ

　　８７９-１３０７・大分県杵築市山香町野原・やまがまちのはる

　　８７９-１３１２・大分県杵築市山香町日指・ やまがまちひさじ

　　８７９-１３０６・大分県杵築市山香町広瀬・やまがまちひろせ

　　８７９-１３１４・大分県杵築市山香町南畑・やまがまちみなみはた

　　８７９-１３０１・大分県杵築市山香町向野・やまがまちむくの

　　８７９-１３１５・大分県杵築市山香町山浦・やまがまちやまうら

　　８７９-１３１６・大分県杵築市山香町吉野渡・やまがまちよしのわたり

　　８７３-００３４・大分県杵築市横城・よこぎ

　　８７２-００００・大分県宇佐市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８７９-１１３８・大分県宇佐市青森・あおもり

　　８７９-０２３３・大分県宇佐市赤尾・あかお

　　８７２-０７３２・大分県宇佐市安心院町板場・あじむまちいたはﾞ

　　８７２-０５１８・大分県宇佐市安心院町今井・あじむまちいまい

　　８７２-０８４３・大分県宇佐市安心院町筌ノ口・あじむまちうけのくち

　　８７２-０６５４・大分県宇佐市安心院町内川野・あじむまちうちがわの

　　８７２-０５１０・大分県宇佐市安心院町有徳原・あじむまちうつとくはﾞる

　　８７２-０６６３・大分県宇佐市安心院町大見尾・あじむまちおおみお

　　８７２-０５２２・大分県宇佐市安心院町折敷田・あじむまちおしきだ

　　８７２-０７０３・大分県宇佐市安心院町尾立・あじむまちおだて

　　８７２-０６７１・大分県宇佐市安心院町且尾・あじむまちかつお

　　８７２-０５１１・大分県宇佐市安心院町上市・あじむまちかみいち

　　８７２-０８５２・大分県宇佐市安心院町上内河野・あじむまちかみうちがわの

　　８７２-０７２３・大分県宇佐市安心院町萱籠・あじむまちかやごもり

　　８７２-０７３１・大分県宇佐市安心院町川崎・あじむまちかわさき

　　８７２-０８６２・大分県宇佐市安心院町川底・あじむまちかわそこ

　　８７２-０５０７・大分県宇佐市安心院町木裳・あじむまちきのも

　　８７２-０６７４・大分県宇佐市安心院町久井田・あじむまちくいだ

　　８７２-０６７３・大分県宇佐市安心院町口ノ坪・あじむまちくちのつほﾞ

　　８７２-０５４１・大分県宇佐市安心院町熊・あじむまちくま

　　８７２-０７１２・大分県宇佐市安心院町五郎丸・あじむまちごろうまる

　　８７２-０８６１・大分県宇佐市安心院町境ノ坪・あじむまちさかいのつほﾞ

　　８７２-０６６１・大分県宇佐市安心院町笹ケ平・あじむまちささがひら

　　８７２-０６５１・大分県宇佐市安心院町佐田・あじむまちさだ

　　８７２-０８４２・大分県宇佐市安心院町下内河野・あじむまちしもうちがわの

　　８７２-０５２１・大分県宇佐市安心院町下毛・あじむまちしもげ

　　８７２-０５０４・大分県宇佐市安心院町荘・あじむまちしよう

　　８７２-０５４２・大分県宇佐市安心院町正覚寺・あじむまちしようがくじ

　　８７２-０８７３・大分県宇佐市安心院町新貝・あじむまちしんがい

　　８７２-０８５４・大分県宇佐市安心院町寒水・あじむまちそうず

　　８７２-０８６３・大分県宇佐市安心院町村部・あじむまちそべ

　　８７２-０５１７・大分県宇佐市安心院町大・あじむまちだい

　　８７２-０５２３・大分県宇佐市安心院町大佛・あじむまちだいぶつ

　　８７２-０８５７・大分県宇佐市安心院町畳石・ あじむまちたたみいじ

　　８７２-０５２６・大分県宇佐市安心院町田ノ口・あじむまちたのくち



　　８７２-０５２７・大分県宇佐市安心院町辻・あじむまちつじ

　　８７２-０５２４・大分県宇佐市安心院町恒松・あじむまちつねまつ

　　８７２-０５０６・大分県宇佐市安心院町妻垣・あじむまちつまがけ

　　８７２-０６６４・大分県宇佐市安心院町塔尾・あじむまちとうのお

　　８７２-０５０５・大分県宇佐市安心院町戸方・あじむまちとかた

　　８７２-０５１４・大分県宇佐市安心院町鳥越・あじむまちとりごえ

　　８７２-０５２５・大分県宇佐市安心院町中山・あじむまちなかやま

　　８７２-０７０１・大分県宇佐市安心院町楢本・あじむまちならもと

　　８７２-０５０３・大分県宇佐市安心院町新原・あじむまちにいはﾞる

　　８７２-０５１９・大分県宇佐市安心院町西衲・あじむまちにしのと

　　８７２-０５１５・大分県宇佐市安心院町野山・あじむまちのやま

　　８７２-０５０１・大分県宇佐市安心院町原・あじむまちはる

　　８７２-０８６４・大分県宇佐市安心院町番木・あじむまちはﾞんぎ

　　８７２-０５０２・大分県宇佐市安心院町飯田・あじむまちはんだ

　　８７２-０７０２・大分県宇佐市安心院町東恵良・あじむまちひがしえら

　　８７２-０７２４・大分県宇佐市安心院町東椎屋・あじむまちひがししいや

　　８７２-０５４３・大分県宇佐市安心院町平ケ倉・あじむまちひらがくら

　　８７２-０８７１・大分県宇佐市安心院町平山・あじむまちひらやま

　　８７２-０６７２・大分県宇佐市安心院町広谷・あじむまちひろたに

　　８７２-０８５１・大分県宇佐市安心院町広連・あじむまちひろつれ

　　８７２-０８５５・大分県宇佐市安心院町福貴野・あじむまちふきの

　　８７２-０８７２・大分県宇佐市安心院町舟板・あじむまちふないた

　　８７２-０５１２・大分県宇佐市安心院町古市・あじむまちふるいち

　　８７２-０６５５・大分県宇佐市安心院町古川・あじむまちふるかわ

　　８７２-０６５３・大分県宇佐市安心院町房ケ畑・あじむまちほﾞうがはた

　　８７２-０８６５・大分県宇佐市安心院町佛木・あじむまちほとぎ

　　８７２-０７３３・大分県宇佐市安心院町松本・あじむまちまつもと

　　８７２-０８５８・大分県宇佐市安心院町水車・あじむまちみずくるま

　　８７２-０７２２・大分県宇佐市安心院町南畑・あじむまちみなみはた

　　８７２-０８５３・大分県宇佐市安心院町元・あじむまちもと

　　８７２-０５１６・大分県宇佐市安心院町森・あじむまちもり

　　８７２-０６７５・大分県宇佐市安心院町矢崎・あじむまちやざき

　　８７２-０６６２・大分県宇佐市安心院町矢津・あじむまちやつﾞ

　　８７２-０８４１・大分県宇佐市安心院町矢畑・あじむまちやはた

　　８７２-０６５２・大分県宇佐市安心院町山蔵・あじむまちやまぞう

　　８７２-０８５６・大分県宇佐市安心院町山ノ口・あじむまちやまのくち

　　８７２-０５１３・大分県宇佐市安心院町龍王・あじむまちりゆうおう

　　８７２-０７１１・大分県宇佐市安心院町六郎丸・あじむまちろくろうまる

　　８７２-０７２１・大分県宇佐市安心院町若林・ あじむまちわかはﾞやじ

　　８７９-０５０１・大分県宇佐市麻生・あそう

　　８７９-０３１２・大分県宇佐市荒木・あらき

　　８７９-０４４４・大分県宇佐市石田・いしだ

　　８７９-１１３１・大分県宇佐市出光・いでみつ

　　８７９-０５１４・大分県宇佐市今成・いまなり

　　８７９-０２３４・大分県宇佐市今仁・いまに

　　８７９-１１３２・大分県宇佐市岩崎・いわさき

　　８７２-００１１・大分県宇佐市岩保新田・いわほしんでん

　　８７２-０３２３・大分県宇佐市院内町大重見・いんないまちおおしげみ

　　８７２-０３３１・大分県宇佐市院内町大副・いんないまちおおそい

　　８７２-０４５８・大分県宇佐市院内町大坪・いんないまちおおつほﾞ

　　８７２-０４５７・大分県宇佐市院内町岡・いんないまちおか

　　８７２-０３１４・大分県宇佐市院内町沖・いんないまちおき

　　８７２-０４８２・大分県宇佐市院内町荻迫・いんないまちおぎさこ

　　８７２-０３１６・大分県宇佐市院内町小坂・いんないまちおさか

　　８７２-０３３４・大分県宇佐市院内町落狩倉・いんないまちおちかくら

　　８７２-０３２４・大分県宇佐市院内町小野川内・いんないまちおのごうち

　　８７２-０３４２・大分県宇佐市院内町景平・いんないまちかげへら

　　８７２-０４５９・大分県宇佐市院内町上余・いんないまちかみあまり

　　８７２-０４８４・大分県宇佐市院内町上恵良・いんないまちかみえら

　　８７２-０４５２・大分県宇佐市院内町上納持・いんないまちかみのうじ

　　８７２-０３２６・大分県宇佐市院内町上船木・いんないまちかみふなぎ

　　８７２-０３１５・大分県宇佐市院内町北山・いんないまちきたやま

　　８７２-０３１２・大分県宇佐市院内町櫛野・いんないまちくしの

　　８７２-０４６６・大分県宇佐市院内町来鉢・いんないまちくはﾞち

　　８７２-０４５６・大分県宇佐市院内町栗山・いんないまちくりやま

　　８７２-０３２５・大分県宇佐市院内町小稲・いんないまちこいね

　　８７２-０３１１・大分県宇佐市院内町香下・いんないまちこうした

　　８７２-０４５５・大分県宇佐市院内町小平・いんないまちこびら

　　８７２-０３２１・大分県宇佐市院内町五名・いんないまちごみよう

　　８７２-０３４１・大分県宇佐市院内町斎藤・いんないまちさいとう



　　８７２-０４５１・大分県宇佐市院内町下余・いんないまちしもあまり

　　８７２-０４８１・大分県宇佐市院内町下恵良・いんないまちしもえら

　　８７２-０３２７・大分県宇佐市院内町下船木・いんないまちしもふなぎ

　　８７２-０３４６・大分県宇佐市院内町定別当・いんないまちじようべつとう

　　８７２-０３１３・大分県宇佐市院内町新洞・いんないまちしんどう

　　８７２-０３１８・大分県宇佐市院内町副・いんないまちそい

　　８７２-０４６１・大分県宇佐市院内町台・いんないまちだい

　　８７２-０３４４・大分県宇佐市院内町大門・いんないまちだいもん

　　８７２-０３２８・大分県宇佐市院内町高並・いんないまちたかなみ

　　８７２-０４５４・大分県宇佐市院内町滝貞・いんないまちたきさだ

　　８７２-０４７３・大分県宇佐市院内町田所・いんないまちたどころ

　　８７２-０４６５・大分県宇佐市院内町田平・いんないまちたびら

　　８７２-０３４５・大分県宇佐市院内町月俣・いんないまちつきのまた

　　８７２-０４８３・大分県宇佐市院内町土岩屋・いんないまちつちいわや

　　８７２-０４６４・大分県宇佐市院内町西椎屋・いんないまちにししいや

　　８７２-０４７１・大分県宇佐市院内町温見・いんないまちぬくみ

　　８７２-０４７２・大分県宇佐市院内町野地・いんないまちのじ

　　８７２-０４６２・大分県宇佐市院内町羽馬礼・いんないまちははﾞれ

　　８７２-０３３３・大分県宇佐市院内町原口・いんないまちはるぐち

　　８７２-０３２２・大分県宇佐市院内町日岳・いんないまちひのたけ

　　８７２-０４５３・大分県宇佐市院内町平原・いんないまちひらはﾞる

　　８７２-０３１７・大分県宇佐市院内町広瀬・いんないまちひろせ

　　８７２-０３０２・大分県宇佐市院内町二日市・いんないまちふつかいち

　　８７２-０３０１・大分県宇佐市院内町御沓・いんないまちみくつ

　　８７２-０３４３・大分県宇佐市院内町宮原・いんないまちみやはﾞる

　　８７２-０３３２・大分県宇佐市院内町山城・いんないまちやましろ

　　８７２-０４６３・大分県宇佐市院内町和田・いんないまちわだ

　　８７９-０４５３・大分県宇佐市上田・うえだ

　　８７９-１１２６・大分県宇佐市江熊・えぐま

　　８７２-００３２・大分県宇佐市江須賀・えすか

　　８７９-０４６４・大分県宇佐市大塚・おおつか

　　８７９-０２３２・大分県宇佐市大根川・おおねがわ

　　８７２-００３１・大分県宇佐市沖須町・おきすまち

　　８７９-０３０１・大分県宇佐市乙女新田・おとめしんでん

　　８７９-０３０４・大分県宇佐市尾永井・おながい

　　８７９-１１２８・大分県宇佐市金丸・かなまる

　　８７２-００２１・大分県宇佐市金屋・かなや

　　８７９-０３０３・大分県宇佐市上乙女・かみおとめ

　　８７９-０１６３・大分県宇佐市上敷田・かみしきだ

　　８７９-０１５３・大分県宇佐市上庄・かみしよう

　　８７９-０３１３・大分県宇佐市上高・かみたか

　　８７９-０３０５・大分県宇佐市上高家・かみたけい

　　８７９-０３１５・大分県宇佐市上時枝・かみときえだ

　　８７２-０３６６・大分県宇佐市上拝田（新洞）・かみはいた(しんどう)

　　８７９-０４６６・大分県宇佐市上拝田（その他）・かみはいた(そのた)

　　８７９-０４７２・大分県宇佐市上元重・かみもとしげ

　　８７２-０１１２・大分県宇佐市上矢部・かみやべ

　　８７９-０４５６・大分県宇佐市辛島・からしま

　　８７９-１１３７・大分県宇佐市苅宇田・かりうだ

　　８７９-０４５２・大分県宇佐市川部・かわべ

　　８７２-０１０３・大分県宇佐市北宇佐・きたうさ

　　８７２-００１３・大分県宇佐市北鶴田新田・きたつるだしんでん

　　８７９-０５１６・大分県宇佐市木内・きのうち

　　８７２-００４２・大分県宇佐市貴船町・きふねまち

　　８７９-０２３５・大分県宇佐市木部・きべ

　　８７２-００１２・大分県宇佐市久兵衛新田・きゆうべえしんでん

　　８７９-０４４３・大分県宇佐市葛原・くずはら

　　８７２-０１１４・大分県宇佐市熊・くま

　　８７９-０５１２・大分県宇佐市黒・くろ

　　８７２-００４５・大分県宇佐市郡中新田・ぐんちゆうしんでん

　　８７９-０４５５・大分県宇佐市閤・ごう

　　８７２-０１０４・大分県宇佐市小向野・こむくの

　　８７２-００４３・大分県宇佐市子安町・こやすまち

　　８７９-１１３６・大分県宇佐市西木・さいぎ

　　８７２-００１６・大分県宇佐市佐々礼・さざれ

　　８７９-０２３７・大分県宇佐市佐野・さの

　　８７９-０３１４・大分県宇佐市猿渡・さるわたり

　　８７９-０４５７・大分県宇佐市芝原・しはﾞはら

　　８７９-０２３６・大分県宇佐市清水・しみず

　　８７９-０３０２・大分県宇佐市下乙女・しもおとめ



　　８７９-０１６１・大分県宇佐市下敷田・しもしきだ

　　８７９-０１５２・大分県宇佐市下庄・しもしよう

　　８７９-０３１７・大分県宇佐市下高・しもたか

　　８７９-０３０８・大分県宇佐市下高家・しもたけい

　　８７９-０３１６・大分県宇佐市下時枝・しもときえだ

　　８７９-０４６５・大分県宇佐市下拝田・しもはいた

　　８７９-０４７３・大分県宇佐市下元重・しももとしげ

　　８７２-０１１１・大分県宇佐市下矢部・しもやべ

　　８７２-００４７・大分県宇佐市順風新田・じゆんふﾟうしんでん

　　８７９-０４４２・大分県宇佐市城井・じようい

　　８７２-０１１３・大分県宇佐市正覚寺・しようがくじ

　　８７９-０５１５・大分県宇佐市末・すえ

　　８７２-００４４・大分県宇佐市住江・すみえ

　　８７２-００３３・大分県宇佐市住吉町・すみよしまち

　　８７２-００４６・大分県宇佐市高砂新田・たかさごしんでん

　　８７２-０１０１・大分県宇佐市高森・たかもり

　　８７９-０５０２・大分県宇佐市岳ノ首・たけのくび

　　８７９-１１２３・大分県宇佐市立石・ たていじ

　　８７９-０１６４・大分県宇佐市富山・とみやま

　　８７９-０５１３・大分県宇佐市中・なか

　　８７９-０１６２・大分県宇佐市中敷田・なかしきだ

　　８７９-０４６３・大分県宇佐市中原・なかはる

　　８７２-０００１・大分県宇佐市長洲・ながす

　　８７９-０５０３・大分県宇佐市灘・なだ

　　８７２-００２２・大分県宇佐市西大堀・にしおおほﾞり

　　８７９-０３０６・大分県宇佐市西高家・にしたけい

　　８７９-１１２７・大分県宇佐市西屋敷・にしやしき

　　８７２-００２３・大分県宇佐市蜷木・になぎ

　　８７９-１１３４・大分県宇佐市橋津・はしつﾞ

　　８７９-０４５１・大分県宇佐市畑田・はたけだ

　　８７９-０３０７・大分県宇佐市浜高家・はまたけい

　　８７９-１１３３・大分県宇佐市日足・ ひあじ

　　８７９-１１２１・大分県宇佐市東大堀・ひがしおおほﾞり

　　８７９-０３０９・大分県宇佐市東高家・ひがしたけい

　　８７９-０４６１・大分県宇佐市樋田・ひだ

　　８７９-０４６２・大分県宇佐市別府・びゆう

　　８７９-０４５４・大分県宇佐市法鏡寺・ほうきようじ

　　８７２-００１５・大分県宇佐市松崎・まつさき

　　８７２-００４１・大分県宇佐市神子山新田・みこやましんでん

　　８７２-０１０２・大分県宇佐市南宇佐・みなみうさ

　　８７９-０２３１・大分県宇佐市南敷田・みなみしきだ

　　８７２-００１４・大分県宇佐市南鶴田新田・みなみつるだしんでん

　　８７９-０１５１・大分県宇佐市宮熊・みやぐま

　　８７９-０３１１・大分県宇佐市森山・もりやま

　　８７９-１１２４・大分県宇佐市山・やま

　　８７９-０５０４・大分県宇佐市山口・やまぐち

　　８７９-０４７４・大分県宇佐市山下・やました

　　８７９-０５１１・大分県宇佐市山袋・やまぶくろ

　　８７９-０４６７・大分県宇佐市山本・やまもと

　　８７９-１１２２・大分県宇佐市横田・よこた

　　８７９-０４４１・大分県宇佐市吉松・よしまつ

　　８７９-０４７１・大分県宇佐市四日市・よつかいち

　　８７９-１１２５・大分県宇佐市両戒・りようかい

　　８７９-１１３５・大分県宇佐市和気・わき

　　８７９-７１００・大分県豊後大野市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８７９-６２２２・大分県豊後大野市朝地町朝地・あさじまちあさじ

　　８７９-６２２４・大分県豊後大野市朝地町池田・あさじまちいけだ

　　８７９-６２２３・大分県豊後大野市朝地町板井迫・あさじまちいたいざこ

　　８７９-６２０１・大分県豊後大野市朝地町市万田・あさじまちいちまんだ

　　８７９-６２１３・大分県豊後大野市朝地町上尾塚・あさじまちかみおつか

　　８７９-６３３３・大分県豊後大野市朝地町栗林・ あさじまちくりはﾞやじ

　　８７９-６２１２・大分県豊後大野市朝地町志賀・あさじまちしが

　　８７９-６２０２・大分県豊後大野市朝地町下野・あさじまちしもの

　　８７９-６２２１・大分県豊後大野市朝地町坪泉・あさじまちつほﾞいずみ

　　８７９-６３３１・大分県豊後大野市朝地町鳥田・あさじまちとりた

　　８７９-６３３４・大分県豊後大野市朝地町梨小・あさじまちなしこ

　　８７９-６２１１・大分県豊後大野市朝地町宮生・あさじまちみやお

　　８７９-６３３２・大分県豊後大野市朝地町綿田・あさじまちわただ

　　８７９-７３０１・大分県豊後大野市犬飼町犬飼・いぬかいまちいぬかい

　　８７９-７３０４・大分県豊後大野市犬飼町大寒・いぬかいまちおおそう



　　８７９-７３０２・大分県豊後大野市犬飼町久原・いぬかいまちくはﾞる

　　８７９-７３１４・大分県豊後大野市犬飼町栗ケ畑・いぬかいまちくりがはた

　　８７９-７３１３・大分県豊後大野市犬飼町黒松・いぬかいまちくろまつ

　　８７９-７３１２・大分県豊後大野市犬飼町高津原・いぬかいまちこうつﾞはる

　　８７９-７３０７・大分県豊後大野市犬飼町西寒田・いぬかいまちささむた

　　８７９-７３１１・大分県豊後大野市犬飼町柴北・いぬかいまちしはﾞきた

　　８７９-７３０６・大分県豊後大野市犬飼町下津尾・いぬかいまちしもつお

　　８７９-７３０５・大分県豊後大野市犬飼町田原・いぬかいまちたはら

　　８７９-７３１６・大分県豊後大野市犬飼町長畑・いぬかいまちながはた

　　８７９-７３１５・大分県豊後大野市犬飼町山内・いぬかいまちやまうち

　　８７９-７３０３・大分県豊後大野市犬飼町柚野木・いぬかいまちゆのき

　　８７９-６４０１・大分県豊後大野市大野町安藤・おおのまちあんどう

　　８７９-６４０４・大分県豊後大野市大野町後田・おおのまちうしろだ

　　８７９-６４３３・大分県豊後大野市大野町大原・おおのまちおおはる

　　８７９-６４４５・大分県豊後大野市大野町片島・おおのまちかたしま

　　８７９-６４３５・大分県豊後大野市大野町北園・おおのまちきたぞの

　　８７９-６４３４・大分県豊後大野市大野町桑原・おおのまちくわはﾞる

　　８７９-６４２６・大分県豊後大野市大野町郡山・おおのまちこおりやま

　　８７９-６４２２・大分県豊後大野市大野町小倉木・おおのまちこぐらき

　　８７９-６４３１・大分県豊後大野市大野町酒井寺・おおのまちさかいじ

　　８７９-６４０８・大分県豊後大野市大野町沢田・おおのまちさわた

　　８７９-６４０６・大分県豊後大野市大野町杉園・おおのまちすぎぞの

　　８７９-６４０５・大分県豊後大野市大野町代三五・おおのまちだいさんご

　　８７９-６４４４・大分県豊後大野市大野町田代・おおのまちたしろ

　　８７９-６４４１・大分県豊後大野市大野町田中・おおのまちたなか

　　８７９-６４０７・大分県豊後大野市大野町十時・おおのまちととき

　　８７９-６４０２・大分県豊後大野市大野町中土師・おおのまちなかはじ

　　８７９-６４０３・大分県豊後大野市大野町長畑・おおのまちながはた

　　８７９-６４２１・大分県豊後大野市大野町中原・おおのまちなかはﾞる

　　８７９-６４２４・大分県豊後大野市大野町夏足・おおのまちなたせ

　　８７９-６４４２・大分県豊後大野市大野町藤北・おおのまちふじきた

　　８７９-６４４３・大分県豊後大野市大野町宮迫・おおのまちみやざこ

　　８７９-６４２３・大分県豊後大野市大野町矢田・おおのまちやだ

　　８７９-６４３２・大分県豊後大野市大野町屋原・おおのまちやはﾞる

　　８７９-６４２５・大分県豊後大野市大野町両家・おおのまちりようけ

　　８７９-６６１３・大分県豊後大野市緒方町井上・おがたまちいのうえ

　　８７９-６８６４・大分県豊後大野市緒方町上畑・おがたまちうわはた

　　８７９-６６３３・大分県豊後大野市緒方町小宛・おがたまちおあて

　　８７９-６７５９・大分県豊後大野市緒方町大石・ おがたまちおおいじ

　　８７９-６８６１・大分県豊後大野市緒方町小原・おがたまちおはる

　　８７９-６８６５・大分県豊後大野市緒方町尾平鉱山・おがたまちおびらこうざん

　　８７９-６６２５・大分県豊後大野市緒方町上犬塚・おがたまちかみいぬつﾞか

　　８７９-６６４２・大分県豊後大野市緒方町上自在・おがたまちかみじざい

　　８７９-６７５１・大分県豊後大野市緒方町上年野・おがたまちかみとしの

　　８７９-６７５５・大分県豊後大野市緒方町上冬原・おがたまちかみふゆはﾞる

　　８７９-６７５７・大分県豊後大野市緒方町木野・おがたまちきの

　　８７９-６６４１・大分県豊後大野市緒方町草深野・おがたまちくさぶかの

　　８７９-６６１６・大分県豊後大野市緒方町久土知・おがたまちくどち

　　８７９-６８６２・大分県豊後大野市緒方町栗生・おがたまちくりう

　　８７９-６６１２・大分県豊後大野市緒方町越生・おがたまちこしお

　　８７９-６６０２・大分県豊後大野市緒方町志賀・おがたまちしが

　　８７９-６６３５・大分県豊後大野市緒方町軸丸・おがたまちじくまる

　　８７９-６６４３・大分県豊後大野市緒方町下自在・おがたまちしもじざい

　　８７９-６７５３・大分県豊後大野市緒方町下徳田・おがたまちしもとくだ

　　８７９-６６２６・大分県豊後大野市緒方町大化・おがたまちたいか

　　８７９-６８６３・大分県豊後大野市緒方町滞迫・おがたまちたいざこ

　　８７９-６６１４・大分県豊後大野市緒方町知田・おがたまちちた

　　８７９-６６３２・大分県豊後大野市緒方町辻・おがたまちつじ

　　８７９-６６３４・大分県豊後大野市緒方町寺原・おがたまちてらはﾞる

　　８７９-６６２２・大分県豊後大野市緒方町天神・おがたまちてんじん

　　８７９-６７５６・大分県豊後大野市緒方町徳田・おがたまちとくだ

　　８７９-６７５８・大分県豊後大野市緒方町中野・おがたまちなかの

　　８７９-６６１１・大分県豊後大野市緒方町夏足・おがたまちなたせ

　　８７９-６６２１・大分県豊後大野市緒方町野尻・おがたまちのじり

　　８７９-６６０１・大分県豊後大野市緒方町馬場・おがたまちはﾞはﾞ

　　８７９-６６３１・大分県豊後大野市緒方町原尻・おがたまちはらじり

　　８７９-６６２４・大分県豊後大野市緒方町平石・ おがたまちひらいじ

　　８７９-６６１５・大分県豊後大野市緒方町鮒川・おがたまちふながわ

　　８７９-６７５４・大分県豊後大野市緒方町冬原・おがたまちふゆはﾞる

　　８７９-６６２３・大分県豊後大野市緒方町馬背畑・おがたまちませはﾞた



　　８７９-６７５２・大分県豊後大野市緒方町柚木・おがたまちゆぎ

　　８７９-６９０２・大分県豊後大野市清川町雨堤・きよかわまちあまつﾞつみ

　　８７９-６９０１・大分県豊後大野市清川町臼尾・きよかわまちうすお

　　８７９-６９１１・大分県豊後大野市清川町宇田枝・きよかわまちうたえだ

　　８７９-６９２２・大分県豊後大野市清川町大白谷・きよかわまちおおしろたに

　　８７９-６９０３・大分県豊後大野市清川町砂田・きよかわまちすなだ

　　８７９-６９１４・大分県豊後大野市清川町左右知・きよかわまちそうち

　　８７９-６９０４・大分県豊後大野市清川町天神・きよかわまちてんじん

　　８７９-６９１３・大分県豊後大野市清川町平石・ きよかわまちひらいじ

　　８７９-６９２１・大分県豊後大野市清川町伏野・きよかわまちふせの

　　８７９-６９０５・大分県豊後大野市清川町三玉・きよかわまちみたま

　　８７９-６９１２・大分県豊後大野市清川町六種・きよかわまちむくさ

　　８７９-７４０３・大分県豊後大野市千歳町石田・ちとせまちいしだ

　　８７９-７４１１・大分県豊後大野市千歳町柴山・ちとせまちしはﾞやま

　　８７９-７４１３・大分県豊後大野市千歳町下山・ちとせまちしもやま

　　８７９-７４１２・大分県豊後大野市千歳町高畑・ちとせまちたかはた

　　８７９-７４０４・大分県豊後大野市千歳町長峰・ちとせまちながみね

　　８７９-７４０１・大分県豊後大野市千歳町新殿・ちとせまちにいどの

　　８７９-７４０２・大分県豊後大野市千歳町船田・ちとせまちふなだ

　　８７９-７４１４・大分県豊後大野市千歳町前田・ちとせまちまえだ

　　８７９-７１１１・大分県豊後大野市三重町赤嶺・みえまちあかみね

　　８７９-７１４１・大分県豊後大野市三重町秋葉・みえまちあきはﾞ

　　８７９-７１０８・大分県豊後大野市三重町浅瀬・みえまちあさせ

　　８７９-７１０５・大分県豊後大野市三重町芦刈・みえまちあしかり

　　８７９-７１０６・大分県豊後大野市三重町井迫・みえまちいさこ

　　８７９-７１３１・大分県豊後大野市三重町市場・みえまちいちはﾞ

　　８７９-７１２５・大分県豊後大野市三重町内田・みえまちうちだ

　　８７９-７１２４・大分県豊後大野市三重町内山・みえまちうちやま

　　８７９-７２６４・大分県豊後大野市三重町大白谷・みえまちおおしろたに

　　８７９-７２６２・大分県豊後大野市三重町奥畑・みえまちおくはﾞた

　　８７９-７１０４・大分県豊後大野市三重町小坂・みえまちおさか

　　８７９-７１４２・大分県豊後大野市三重町小田・みえまちおだ

　　８７９-７１０７・大分県豊後大野市三重町上田原・みえまちかみたわら

　　８７９-７１５４・大分県豊後大野市三重町川辺・みえまちかわべ

　　８７９-７１０２・大分県豊後大野市三重町菅生・みえまちすごう

　　８７９-７１５３・大分県豊後大野市三重町玉田・みえまちたまだ

　　８７９-７２６３・大分県豊後大野市三重町中津留・みえまちなかつﾞる

　　８７９-７１５１・大分県豊後大野市三重町西泉・みえまちにしいずみ

　　８７９-７１０３・大分県豊後大野市三重町西畑・みえまちにしはた

　　８７９-７１４３・大分県豊後大野市三重町久田・みえまちひさだ

　　８７９-７２６１・大分県豊後大野市三重町伏野・みえまちふせの

　　８７９-７１４４・大分県豊後大野市三重町本城・みえまちほんじよう

　　８７９-７１２３・大分県豊後大野市三重町松尾・みえまちまつお

　　８７９-７１０１・大分県豊後大野市三重町宮野・みえまちみやの

　　８７９-７１５５・大分県豊後大野市三重町向野・みえまちむこうの

　　８７９-７１５２・大分県豊後大野市三重町百枝・みえまちももえだ

　　８７９-７１２１・大分県豊後大野市三重町山部・みえまちやまぶ

　　８７９-７１２２・大分県豊後大野市三重町鷲谷・みえまちわしだに

　　８７９-５４００・大分県由布市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８７９-５４２３・大分県由布市庄内町阿蘇野・しようないちようあその

　　８７９-５４０４・大分県由布市庄内町櫟木・しようないちよういちぎ

　　８７９-５４１３・大分県由布市庄内町大龍・しようないちようおおたつ

　　８７９-５４０２・大分県由布市庄内町小挾間・しようないちようおはﾞさま

　　８７９-５４２１・大分県由布市庄内町柿原・しようないちようかきはる

　　８７９-５４０１・大分県由布市庄内町北大津留・しようないちようきたおおつる

　　８７９-５４１２・大分県由布市庄内町五ケ瀬・しようないちようごかせ

　　８７９-５４３４・大分県由布市庄内町庄内原・しようないちようしようないはﾞる

　　８７９-５４３３・大分県由布市庄内町高岡・しようないちようたかおか

　　８７９-５４１１・大分県由布市庄内町龍原・しようないちようたつはる

　　８７９-５４２４・大分県由布市庄内町直野内山・しようないちようなおのうちやま

　　８７９-５４３５・大分県由布市庄内町中・しようないちようなか

　　８７９-５４３１・大分県由布市庄内町長野・しようないちようながの

　　８７９-５４３６・大分県由布市庄内町西・ しようないちようにじ

　　８７９-５４０８・大分県由布市庄内町西大津留・しようないちようにしおおつる

　　８７９-５４０６・大分県由布市庄内町西長宝・しようないちようにしちようほう

　　８７９-５４２２・大分県由布市庄内町野畑・しようないちようのはﾞたけ

　　８７９-５４３２・大分県由布市庄内町畑田・しようないちようはたけだ

　　８７９-５４０３・大分県由布市庄内町東大津留・しようないちようひがしおおつる

　　８７９-５４０５・大分県由布市庄内町東長宝・しようないちようひがしちようほう

　　８７９-５４３７・大分県由布市庄内町平石・ しようないちようひらいじ



　　８７９-５４２５・大分県由布市庄内町渕・しようないちようふち

　　８７９-５４０７・大分県由布市庄内町南大津留・しようないちようみなみおおつる

　　８７９-５５１６・大分県由布市挾間町赤野・はさままちあかの

　　８７９-５５０３・大分県由布市挾間町医大ケ丘・はさままちいだいがおか

　　８７９-５５１７・大分県由布市挾間町内成・はさままちうちなり

　　８７９-５５２１・大分県由布市挾間町鬼瀬・はさままちおにがせ

　　８７９-５５０１・大分県由布市挾間町鬼崎・はさままちおにざき

　　８７９-５５２２・大分県由布市挾間町小野・はさままちおの

　　８７９-５５１８・大分県由布市挾間町北方・はさままちきたがた

　　８７９-５５１２・大分県由布市挾間町来鉢・はさままちくはﾞち

　　８７９-５５２３・大分県由布市挾間町篠原・はさままちしのはら

　　８７９-５５０４・大分県由布市挾間町下市・はさままちしもいち

　　８７９-５５１３・大分県由布市挾間町高崎・はさままちたかざき

　　８７９-５５１９・大分県由布市挾間町田代・はさままちたしろ

　　８７９-５５３１・大分県由布市挾間町谷・はさままちたに

　　８７９-５５３２・大分県由布市挾間町筒口・はさままちつつぐち

　　８７９-５５１０・大分県由布市挾間町東院・はさままちとい

　　８７９-５５２４・大分県由布市挾間町時松・はさままちときまつ

　　８７９-５５１４・大分県由布市挾間町七蔵司・ はさままちななぞうじ

　　８７９-５５０６・大分県由布市挾間町挾間・はさままちはさま

　　８７９-５５１１・大分県由布市挾間町古野・はさままちふるの

　　８７９-５５２５・大分県由布市挾間町朴木・はさままちほおのき

　　８７９-５５１５・大分県由布市挾間町三船・はさままちみふね

　　８７９-５５０２・大分県由布市挾間町向原・はさままちむかいのはる

　　８７９-５１０２・大分県由布市湯布院町川上・ゆふいんちようかわかみ

　　８７９-５１１４・大分県由布市湯布院町川北・ゆふいんちようかわきた

　　８７９-５１１３・大分県由布市湯布院町川西・ ゆふいんちようかわにじ

　　８７９-５１０３・大分県由布市湯布院町川南・ゆふいんちようかわみなみ

　　８７９-５１１１・大分県由布市湯布院町下湯平・ゆふいんちようしもゆのひら

　　８７９-５１０１・大分県由布市湯布院町塚原・ゆふいんちようつかわら

　　８７９-５１０４・大分県由布市湯布院町中川・ゆふいんちようなかがわ

　　８７９-５１１２・大分県由布市湯布院町湯平・ゆふいんちようゆのひら

　　８７３-０５００・大分県国東市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８７３-０３５１・大分県国東市安岐町朝来・あきまちあさく

　　８７３-０３５４・大分県国東市安岐町糸永・あきまちいとなが

　　８７３-０２２３・大分県国東市安岐町大添・あきまちおおそえ

　　８７３-０２０５・大分県国東市安岐町掛樋・あきまちかけひ

　　８７３-０２３２・大分県国東市安岐町向陽台・あきまちこうようだい

　　８７３-０２１２・大分県国東市安岐町塩屋・あきまちしおや

　　８７３-０２３１・大分県国東市安岐町下原・あきまちしもはﾞる

　　８７３-０２２２・大分県国東市安岐町下山口・あきまちしもやまぐち

　　８７３-０２０２・大分県国東市安岐町瀬戸田・あきまちせどた

　　８７３-０３５５・大分県国東市安岐町富清・あきまちとみきよ

　　８７３-０２０３・大分県国東市安岐町中園・あきまちなかその

　　８７３-０２０４・大分県国東市安岐町成久・あきまちなりひさ

　　８７３-０２２１・大分県国東市安岐町西本・あきまちにしもと

　　８７３-０２１１・大分県国東市安岐町馬場・あきまちはﾞはﾞ

　　８７３-０３５６・大分県国東市安岐町両子・あきまちふたご

　　８７３-０３５２・大分県国東市安岐町明治・あきまちめいじ

　　８７３-００５３・大分県国東市安岐町矢川（天堤）・あきまちやがわ(あまつつみ)

　　８７３-０３５３・大分県国東市安岐町矢川（その他）・あきまちやがわ(そのた)

　　８７３-０２０６・大分県国東市安岐町山浦・あきまちやまうら

　　８７３-０２２４・大分県国東市安岐町山口・あきまちやまぐち

　　８７３-０２０７・大分県国東市安岐町油留木・あきまちゆるぎ

　　８７３-０２０１・大分県国東市安岐町吉松・あきまちよしまつ

　　８７３-０５２３・大分県国東市国東町赤松・くにさきまちあかまつ

　　８７３-０５０４・大分県国東市国東町安国寺・くにさきまちあんこくじ

　　８７２-１６５３・大分県国東市国東町岩戸寺・くにさきまちいわとうじ

　　８７３-０５２２・大分県国東市国東町岩屋・くにさきまちいわや

　　８７３-０５１１・大分県国東市国東町小原・くにさきまちおはら

　　８７３-０５３１・大分県国東市国東町川原・くにさきまちかわら

　　８７３-０５０１・大分県国東市国東町北江・くにさきまちきたえ

　　８７２-１６５２・大分県国東市国東町来浦・くにさきまちくのうら

　　８７３-０５３３・大分県国東市国東町見地・くにさきまちけんじ

　　８７３-０５１４・大分県国東市国東町重藤・くにさきまちしげふじ

　　８７３-０５３４・大分県国東市国東町下成仏・くにさきまちしもじようぶつ

　　８７３-０５３５・大分県国東市国東町成仏・くにさきまちじようぶつ

　　８７３-０５１２・大分県国東市国東町治郎丸・くにさきまちじろうまる

　　８７３-０６４６・大分県国東市国東町大恩寺・くにさきまちだいおんじ

　　８７３-０５０２・大分県国東市国東町田深・くにさきまちたぶか



　　８７３-０５１３・大分県国東市国東町綱井・くにさきまちつない

　　８７３-０５０３・大分県国東市国東町鶴川・くにさきまちつるがわ

　　８７３-０６４５・大分県国東市国東町富来・くにさきまちとみく

　　８７３-０６４３・大分県国東市国東町富来浦・くにさきまちとみくうら

　　８７３-０５３２・大分県国東市国東町中田・くにさきまちなかだ

　　８７２-１６５１・大分県国東市国東町浜・くにさきまちはま

　　８７３-０６４４・大分県国東市国東町浜崎・くにさきまちはまさき

　　８７３-０５２１・大分県国東市国東町原・くにさきまちはる

　　８７３-０６４２・大分県国東市国東町東堅来・くにさきまちひがしかたく

　　８７３-０６４１・大分県国東市国東町深江・くにさきまちふかえ

　　８７３-０５２４・大分県国東市国東町横手・くにさきまちよこて

　　８７２-１４０５・大分県国東市国見町赤根・くにみまちあかね

　　８７２-１４０１・大分県国東市国見町伊美・くにみまちいみ

　　８７２-１６１２・大分県国東市国見町大熊毛・くにみまちおおくまげ

　　８７２-１３２３・大分県国東市国見町鬼籠・くにみまちきこ

　　８７２-１６１４・大分県国東市国見町岐部・くにみまちきべ

　　８７２-１４０６・大分県国東市国見町櫛来・くにみまちくしく

　　８７２-１３２４・大分県国東市国見町櫛海・くにみまちくしのみ

　　８７２-１６１３・大分県国東市国見町小熊毛・くにみまちこくまげ

　　８７２-１３２２・大分県国東市国見町西方寺・くにみまちさいほうじ

　　８７２-１４０４・大分県国東市国見町千燈・くにみまちせんど

　　８７２-１３２１・大分県国東市国見町竹田津・くにみまちたけたつﾞ

　　８７２-１４０２・大分県国東市国見町中・くにみまちなか

　　８７２-１４０３・大分県国東市国見町野田・くにみまちのだ

　　８７２-１６１１・大分県国東市国見町向田・くにみまちむかた

　　８７３-０４０５・大分県国東市武蔵町麻田・むさしまちあさだ

　　８７３-０４０１・大分県国東市武蔵町池ノ内・むさしまちいけのうち

　　８７３-０４２１・大分県国東市武蔵町糸原・むさしまちいとはる

　　８７３-０４０２・大分県国東市武蔵町内田・むさしまちうちだ

　　８７３-０４２２・大分県国東市武蔵町小城・むさしまちおぎ

　　８７３-０４３２・大分県国東市武蔵町向陽台・むさしまちこうようだい

　　８７３-０４２４・大分県国東市武蔵町志和利・むさしまちしわり

　　８７３-０４１４・大分県国東市武蔵町手野・むさしまちての

　　８７３-０４０４・大分県国東市武蔵町成吉・ むさしまちなりよじ

　　８７３-０４０７・大分県国東市武蔵町狭間・むさしまちはさま

　　８７３-０４１２・大分県国東市武蔵町古市・むさしまちふるいち

　　８７３-０４０６・大分県国東市武蔵町丸小野・むさしまちまるおの

　　８７３-０４２３・大分県国東市武蔵町三井寺・むさしまちみいでら

　　８７３-０４１５・大分県国東市武蔵町吉広・むさしまちよしひろ

　　８７２-１５０１・大分県東国東郡姫島村姫島村一円・ひめしまむらいちえん

　　８７９-１５００・大分県速見郡日出町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８７９-１５０６・大分県速見郡日出町日出町の次に番地がくる場合・つぎにはﾞんち

　　８７９-１５０４・大分県速見郡日出町大神・おおが

　　８７９-１５０５・大分県速見郡日出町川崎・かわさき

　　８７９-１５０７・大分県速見郡日出町豊岡・とよおか

　　８７９-１５０８・大分県速見郡日出町平道・ひらみち

　　８７９-１５０１・大分県速見郡日出町広瀬・ひろせ

　　８７９-１５０２・大分県速見郡日出町藤原・ふじわら

　　８７９-１５０３・大分県速見郡日出町真那井・まない

　　８７９-１５０９・大分県速見郡日出町南畑・みなみはた

　　８７９-４８００・大分県玖珠郡九重町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８７９-４７２１・大分県玖珠郡九重町粟野・あわの

　　８７９-４８０３・大分県玖珠郡九重町後野上・うしろのがみ

　　８７９-４６３１・大分県玖珠郡九重町恵良・えら

　　８７９-４７２４・大分県玖珠郡九重町菅原・すがわら

　　８７９-４９１１・大分県玖珠郡九重町田野・たの

　　８７９-４８０２・大分県玖珠郡九重町野上・のがみ

　　８７９-４７２２・大分県玖珠郡九重町引治・ひきじ

　　８７９-４７２３・大分県玖珠郡九重町町田・まちだ

　　８７９-４６３２・大分県玖珠郡九重町松木・まつぎ

　　８７９-４８０１・大分県玖珠郡九重町右田（１～１４６４)・みぎた

　　８７９-４６０１・大分県玖珠郡九重町右田（その他）・みぎた(そのた)

　　８７９-４９１２・大分県玖珠郡九重町湯坪・ゆつほﾞ

　　８７９-４４００・大分県玖珠郡玖珠町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８７９-４４０２・大分県玖珠郡玖珠町綾垣・あやがき

　　８７９-４４０５・大分県玖珠郡玖珠町岩室・いわむろ

　　８７９-４４１４・大分県玖珠郡玖珠町大隈・おおくま

　　８７９-４５２１・大分県玖珠郡玖珠町太田・おおた

　　８７９-４４１１・大分県玖珠郡玖珠町小田・おた

　　８７９-４５２３・大分県玖珠郡玖珠町古後・こご



　　８７９-４４１３・大分県玖珠郡玖珠町塚脇・つかわき

　　８７９-４３３１・大分県玖珠郡玖珠町戸畑・とはﾞた

　　８７９-４４０６・大分県玖珠郡玖珠町日出生・ひじう

　　８７９-４４０３・大分県玖珠郡玖珠町帆足・ ほあじ

　　８７９-４４０４・大分県玖珠郡玖珠町森・もり

　　８７９-４３３２・大分県玖珠郡玖珠町山浦（秋畑）・やまうら(あきはた､)

　　８７９-４３３２・大分県玖珠郡玖珠町山浦（荻原）・やまうら(おぎわら)

　　８７９-４３３２・大分県玖珠郡玖珠町山浦（下園）・やまうら(しもその)

　　８７９-４３３２・大分県玖珠郡玖珠町山浦（下ノ寺）・やまうら(しものてら)

　　８７９-４３３２・大分県玖珠郡玖珠町山浦（杉河内）・やまうら(すぎかわち)

　　８７９-４３３２・大分県玖珠郡玖珠町山浦（千重）・やまうら(せんしゆう)

　　８７９-４３３２・大分県玖珠郡玖珠町山浦（早水）・やまうら(そうず)

　　８７９-４３３２・大分県玖珠郡玖珠町山浦（中野）・やまうら(なかの)

　　８７９-４３３２・大分県玖珠郡玖珠町山浦（中）・やまうら(なか)

　　８７９-４３３２・大分県玖珠郡玖珠町山浦（花香）・やまうら(はなが)

　　８７９-４３３２・大分県玖珠郡玖珠町山浦（牧場）・やまうら(ほﾞくじよう)

　　８７９-４３３２・大分県玖珠郡玖珠町泊里・つﾞまり・やまうら(

　　８７９-４７３２・大分県玖珠郡玖珠町山浦（第一大原野）・やまうら(だい１だいげんや)

　　８７９-４７３２・大分県玖珠郡玖珠町山浦（第二大原野）・やまうら(だい２だいげんや)

　　８７９-４７３２・大分県玖珠郡玖珠町山浦（阿蘇釣）・やまうら(あそつﾞる)

　　８７９-４５２２・大分県玖珠郡玖珠町山下・やました

　　８７９-４４１２・大分県玖珠郡玖珠町山田・やまだ

　　８７９-４４０１・大分県玖珠郡玖珠町四日市（１～８９９)・よつかいち

　　８７９-４３０１・大分県玖珠郡玖珠町四日市（その他）・よつかいち(そのた)




