
　　５３４-００００・大阪府大阪市都島区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５３４-００２６・大阪府大阪市都島区網島町・あみじまちよう

　　５３４-００１３・大阪府大阪市都島区内代町・うちんだいちよう

　　５３４-００２５・大阪府大阪市都島区片町・かたまち

　　５３４-０００１・大阪府大阪市都島区毛馬町・けまちよう

　　５３４-００１５・大阪府大阪市都島区善源寺町・ぜんげんじちよう

　　５３４-０００２・大阪府大阪市都島区大東町・だいとうちよう

　　５３４-００１１・大阪府大阪市都島区高倉町・たかくらちよう

　　５３４-００１６・大阪府大阪市都島区友渕町・ともぶちちよう

　　５３４-００２７・大阪府大阪市都島区中野町・なかのちよう

　　５３４-００２４・大阪府大阪市都島区東野田町・ひがしのだまち

　　５３４-００２２・大阪府大阪市都島区都島中通・みやこじまなかどおり

　　５３４-００２１・大阪府大阪市都島区都島本通・みやこじまほんどおり

　　５３４-００２３・大阪府大阪市都島区都島南通・みやこじまみなみどおり

　　５３４-００１４・大阪府大阪市都島区都島北通・みやこじまきたどおり

　　５３４-００１２・大阪府大阪市都島区御幸町・みゆきちよう

　　５５３-００００・大阪府大阪市福島区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５５３-０００１・大阪府大阪市福島区海老江・えびえ

　　５５３-０００７・大阪府大阪市福島区大開・おおひらき

　　５５３-０００２・大阪府大阪市福島区鷺洲・さぎす

　　５５３-０００４・大阪府大阪市福島区玉川・たまがわ

　　５５３-０００５・大阪府大阪市福島区野田・のだ

　　５５３-０００３・大阪府大阪市福島区福島・ふくしま

　　５５３-０００６・大阪府大阪市福島区吉野・よしの

　　５５４-００００・大阪府大阪市此花区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５５４-００１１・大阪府大阪市此花区朝日・あさひ

　　５５４-００３２・大阪府大阪市此花区梅町・うめまち

　　５５４-００２２・大阪府大阪市此花区春日出中・かすがでなか

　　５５４-００２３・大阪府大阪市此花区春日出南・かすがでみなみ

　　５５４-００２１・大阪府大阪市此花区春日出北・かすができた

　　５５４-００３１・大阪府大阪市此花区桜島・さくらじま

　　５５４-００１４・大阪府大阪市此花区四貫島・しかんじま

　　５５４-００２４・大阪府大阪市此花区島屋・しまや

　　５５４-０００１・大阪府大阪市此花区高見・たかみ

　　５５４-００５２・大阪府大阪市此花区常吉・ つねよじ

　　５５４-０００２・大阪府大阪市此花区伝法・でんほﾟう

　　５５４-００５１・大阪府大阪市此花区酉島・とりしま

　　５５４-００１２・大阪府大阪市此花区西九条・にしくじよう

　　５５４-００１３・大阪府大阪市此花区梅香・はﾞいか

　　５５４-００３３・大阪府大阪市此花区北港・ほくこう

　　５５４-００４１・大阪府大阪市此花区北港白津・ほくこうしらつ

　　５５４-００４２・大阪府大阪市此花区北港緑地・ほくこうりよくち

　　５５４-００４３・大阪府大阪市此花区夢洲東・ ゆめしまひがじ

　　５５０-００００・大阪府大阪市西区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５５０-００２６・大阪府大阪市西区安治川・あじがわ

　　５５０-００１１・大阪府大阪市西区阿波座・あわざ

　　５５０-００１２・大阪府大阪市西区立売堀・いたちほﾞり

　　５５０-０００４・大阪府大阪市西区靱本町・うつほﾞほんまち

　　５５０-０００２・大阪府大阪市西区江戸堀・えどほﾞり

　　５５０-０００６・大阪府大阪市西区江之子島・えのこじま

　　５５０-００２１・大阪府大阪市西区川口・かわぐち

　　５５０-００１４・大阪府大阪市西区北堀江・きたほりえ

　　５５０-０００３・大阪府大阪市西区京町堀・きようまちほﾞり

　　５５０-００２７・大阪府大阪市西区九条・くじよう

　　５５０-００２５・大阪府大阪市西区九条南・くじようみなみ

　　５５０-００２４・大阪府大阪市西区境川・さかいがわ

　　５５０-００１３・大阪府大阪市西区新町・しんまち

　　５５０-００２３・大阪府大阪市西区千代崎・ちよざき

　　５５０-０００１・大阪府大阪市西区土佐堀・とさほﾞり

　　５５０-０００５・大阪府大阪市西区西本町・にしほんまち

　　５５０-００２２・大阪府大阪市西区本田・ほんでん

　　５５０-００１５・大阪府大阪市西区南堀江・みなみほりえ

　　５５２-００００・大阪府大阪市港区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５５２-００１５・大阪府大阪市港区池島・いけじま

　　５５２-０００６・大阪府大阪市港区石田・いしだ

　　５５２-０００３・大阪府大阪市港区磯路・いそじ

　　５５２-００１２・大阪府大阪市港区市岡・いちおか

　　５５２-０００２・大阪府大阪市港区市岡元町・いちおかもとまち

　　５５２-００２２・大阪府大阪市港区海岸通・かいがんどおり

　　５５２-００２３・大阪府大阪市港区港晴・こうせい
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　　５５２-０００５・大阪府大阪市港区田中・たなか

　　５５２-００２１・大阪府大阪市港区築港・ちつこう

　　５５２-０００１・大阪府大阪市港区波除・なみよけ

　　５５２-００１３・大阪府大阪市港区福崎・ふくざき

　　５５２-０００７・大阪府大阪市港区弁天・べんてん

　　５５２-００１６・大阪府大阪市港区三先・みさき

　　５５２-００１１・大阪府大阪市港区南市岡・みなみいちおか

　　５５２-００１４・大阪府大阪市港区八幡屋・やはたや

　　５５２-０００４・大阪府大阪市港区夕凪・ゆうなぎ

　　５５１-００００・大阪府大阪市大正区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５５１-００３１・大阪府大阪市大正区泉尾・いずお

　　５５１-００３３・大阪府大阪市大正区北恩加島・きたおかじま

　　５５１-００３２・大阪府大阪市大正区北村・きたむら

　　５５１-００１１・大阪府大阪市大正区小林東・ こはﾞやしひがじ

　　５５１-００１３・大阪府大阪市大正区小林西・ こはﾞやしにじ

　　５５１-０００２・大阪府大阪市大正区三軒家東・ さんげんやひがじ

　　５５１-０００１・大阪府大阪市大正区三軒家西・ さんげんやにじ

　　５５１-０００３・大阪府大阪市大正区千島・ちしま

　　５５１-００２３・大阪府大阪市大正区鶴町・つるまち

　　５５１-００１２・大阪府大阪市大正区平尾・ひらお

　　５５１-００２２・大阪府大阪市大正区船町・ふなまち

　　５５１-００２１・大阪府大阪市大正区南恩加島・みなみおかじま

　　５４３-００００・大阪府大阪市天王寺区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５４３-００２３・大阪府大阪市天王寺区味原町・あじはらちよう

　　５４３-００２２・大阪府大阪市天王寺区味原本町・あじはらほんまち

　　５４３-００７３・大阪府大阪市天王寺区生玉寺町・いくたまてらまち

　　５４３-００７２・大阪府大阪市天王寺区生玉前町・いくたままえまち

　　５４３-００７１・大阪府大阪市天王寺区生玉町・いくたまちよう

　　５４３-００３１・大阪府大阪市天王寺区石ケ辻町・いしがつじちよう

　　５４３-０００２・大阪府大阪市天王寺区上汐・うえしお

　　５４３-００３７・大阪府大阪市天王寺区上之宮町・うえのみやちよう

　　５４３-０００１・大阪府大阪市天王寺区上本町・うえほんまち

　　５４３-００１６・大阪府大阪市天王寺区餌差町・えさしまち

　　５４３-００６２・大阪府大阪市天王寺区逢阪・おうさか

　　５４３-００２８・大阪府大阪市天王寺区小橋町・おはﾞせちよう

　　５４３-００４３・大阪府大阪市天王寺区勝山・かつやま

　　５４３-００１８・大阪府大阪市天王寺区空清町・からきよちよう

　　５４３-００４２・大阪府大阪市天王寺区烏ケ辻・からすがつじ

　　５４３-００１２・大阪府大阪市天王寺区空堀町・からほりちよう

　　５４３-００５３・大阪府大阪市天王寺区北河堀町・きたかわほりちよう

　　５４３-００３５・大阪府大阪市天王寺区北山町・きたやまちよう

　　５４３-００４４・大阪府大阪市天王寺区国分町・こくぶちよう

　　５４３-００３６・大阪府大阪市天王寺区小宮町・こみやちよう

　　５４３-００３２・大阪府大阪市天王寺区細工谷・さいくだに

　　５４３-００１５・大阪府大阪市天王寺区真田山町・さなだやまちよう

　　５４３-００７６・大阪府大阪市天王寺区下寺町・したでらまち

　　５４３-００５１・大阪府大阪市天王寺区四天王寺・してんのうじ

　　５４３-００１１・大阪府大阪市天王寺区清水谷町・しみずだにちよう

　　５４３-００２５・大阪府大阪市天王寺区下味原町・しもあじはらちよう

　　５４３-００１７・大阪府大阪市天王寺区城南寺町・じようなんてらまち

　　５４３-００４１・大阪府大阪市天王寺区真法院町・しんほﾟういんちよう

　　５４３-００５２・大阪府大阪市天王寺区大道・だいどう

　　５４３-００１３・大阪府大阪市天王寺区玉造本町・たまつくりほんまち

　　５４３-００１４・大阪府大阪市天王寺区玉造元町・たまつくりもとまち

　　５４３-００６３・大阪府大阪市天王寺区茶臼山町・ちやうすやまちよう

　　５４３-００４５・大阪府大阪市天王寺区寺田町・てらだちよう

　　５４３-００３３・大阪府大阪市天王寺区堂ケ芝・どうがしはﾞ

　　５４３-００２６・大阪府大阪市天王寺区東上町・とうじようちよう

　　５４３-００２１・大阪府大阪市天王寺区東高津町・ひがしこうつﾞちよう

　　５４３-００５５・大阪府大阪市天王寺区悲田院町・ひでんいんちよう

　　５４３-００２７・大阪府大阪市天王寺区筆ケ崎町・ふでがさきちよう

　　５４３-００２４・大阪府大阪市天王寺区舟橋町・ふなはしちよう

　　５４３-００５６・大阪府大阪市天王寺区堀越町・ほりこしちよう

　　５４３-００３４・大阪府大阪市天王寺区松ケ鼻町・まつがはなちよう

　　５４３-００５４・大阪府大阪市天王寺区南河堀町・みなみかわほりちよう

　　５４３-００７５・大阪府大阪市天王寺区夕陽丘町・ゆうひがおかちよう

　　５４３-００６１・大阪府大阪市天王寺区伶人町・れいにんちよう

　　５４３-００７４・大阪府大阪市天王寺区六万体町・ろくまんたいちよう

　　５５６-００００・大阪府大阪市浪速区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５５６-００２９・大阪府大阪市浪速区芦原・あしはら



　　５５６-００２３・大阪府大阪市浪速区稲荷・いなり

　　５５６-００１３・大阪府大阪市浪速区戎本町・えびすほんまち

　　５５６-０００２・大阪府大阪市浪速区恵美須東・ えびすひがじ

　　５５６-０００３・大阪府大阪市浪速区恵美須西・ えびすにじ

　　５５６-００２７・大阪府大阪市浪速区木津川・きつﾞがわ

　　５５６-００２８・大阪府大阪市浪速区久保吉・ くほﾞよじ

　　５５６-００２１・大阪府大阪市浪速区幸町・さいわいちよう

　　５５６-００２２・大阪府大阪市浪速区桜川・さくらがわ

　　５５６-００２４・大阪府大阪市浪速区塩草・しおくさ

　　５５６-００１２・大阪府大阪市浪速区敷津東・ しきつひがじ

　　５５６-００１５・大阪府大阪市浪速区敷津西・ しきつにじ

　　５５６-０００１・大阪府大阪市浪速区下寺・しもでら

　　５５６-００１４・大阪府大阪市浪速区大国・だいこく

　　５５６-００２０・大阪府大阪市浪速区立葉・たてはﾞ

　　５５６-００２５・大阪府大阪市浪速区浪速東・ なにわひがじ

　　５５６-００２６・大阪府大阪市浪速区浪速西・ なにわにじ

　　５５６-００１１・大阪府大阪市浪速区難波中・なんはﾞなか

　　５５６-０００５・大阪府大阪市浪速区日本橋・ につほﾟんはﾞじ

　　５５６-０００６・大阪府大阪市浪速区日本橋東・ につほﾟんはﾞしひがじ

　　５５６-０００４・大阪府大阪市浪速区日本橋西・ につほﾟんはﾞしにじ

　　５５６-００１７・大阪府大阪市浪速区湊町・みなとまち

　　５５６-００１６・大阪府大阪市浪速区元町・もとまち

　　５５５-００００・大阪府大阪市西淀川区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５５５-００２１・大阪府大阪市西淀川区歌島・うたじま

　　５５５-００４３・大阪府大阪市西淀川区大野・おおの

　　５５５-００３２・大阪府大阪市西淀川区大和田・おおわだ

　　５５５-００２２・大阪府大阪市西淀川区柏里・かしわざと

　　５５５-００１１・大阪府大阪市西淀川区竹島・たけしま

　　５５５-００１３・大阪府大阪市西淀川区千舟・ちぶね

　　５５５-０００１・大阪府大阪市西淀川区佃・つくだ

　　５５５-００３１・大阪府大阪市西淀川区出来島・できじま

　　５５５-００４１・大阪府大阪市西淀川区中島・なかしま

　　５５５-００４２・大阪府大阪市西淀川区西島・にししま

　　５５５-００２４・大阪府大阪市西淀川区野里・のざと

　　５５５-００２３・大阪府大阪市西淀川区花川・はなかわ

　　５５５-００２５・大阪府大阪市西淀川区姫里・ひめさと

　　５５５-００３３・大阪府大阪市西淀川区姫島・ひめしま

　　５５５-００４４・大阪府大阪市西淀川区百島・ひやくしま

　　５５５-００３４・大阪府大阪市西淀川区福町・ふくまち

　　５５５-００１２・大阪府大阪市西淀川区御幣島・みてじま

　　５３３-００００・大阪府大阪市東淀川区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５３３-０００７・大阪府大阪市東淀川区相川・あいかわ

　　５３３-００３２・大阪府大阪市東淀川区淡路・あわじ

　　５３３-０００１・大阪府大阪市東淀川区井高野・いたかの

　　５３３-００１５・大阪府大阪市東淀川区大隅・おおすみ

　　５３３-０００６・大阪府大阪市東淀川区上新庄・かみしんじよう

　　５３３-０００２・大阪府大阪市東淀川区北江口・きたえぐち

　　５３３-００２４・大阪府大阪市東淀川区柴島・くにじま

　　５３３-０００４・大阪府大阪市東淀川区小松・こまつ

　　５３３-００２１・大阪府大阪市東淀川区下新庄・しもしんじよう

　　５３３-０００５・大阪府大阪市東淀川区瑞光・ずいこう

　　５３３-００２２・大阪府大阪市東淀川区菅原・すがはら

　　５３３-００１１・大阪府大阪市東淀川区大桐・だいどう

　　５３３-００１２・大阪府大阪市東淀川区大道南・だいどうみなみ

　　５３３-００１３・大阪府大阪市東淀川区豊里・とよさと

　　５３３-００３１・大阪府大阪市東淀川区西淡路・にしあわじ

　　５３３-００２３・大阪府大阪市東淀川区東淡路・ひがしあわじ

　　５３３-００３３・大阪府大阪市東淀川区東中島・ひがしなかじま

　　５３３-００１４・大阪府大阪市東淀川区豊新・ほうしん

　　５３３-０００３・大阪府大阪市東淀川区南江口・みなみえぐち

　　５３７-００００・大阪府大阪市東成区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５３７-００１２・大阪府大阪市東成区大今里・おおいまざと

　　５３７-００１４・大阪府大阪市東成区大今里西・ おおいまざとにじ

　　５３７-００１３・大阪府大阪市東成区大今里南・おおいまざとみなみ

　　５３７-０００３・大阪府大阪市東成区神路・かみじ

　　５３７-００２３・大阪府大阪市東成区玉津・たまつ

　　５３７-００２５・大阪府大阪市東成区中道・なかみち

　　５３７-００２２・大阪府大阪市東成区中本・なかもと

　　５３７-００１１・大阪府大阪市東成区東今里・ひがしいまざと

　　５３７-００２４・大阪府大阪市東成区東小橋・ひがしおはﾞせ



　　５３７-００２１・大阪府大阪市東成区東中本・ひがしなかもと

　　５３７-０００２・大阪府大阪市東成区深江南・ふかえみなみ

　　５３７-０００１・大阪府大阪市東成区深江北・ふかえきた

　　５４４-００００・大阪府大阪市生野区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５４４-００２５・大阪府大阪市生野区生野東・ いくのひがじ

　　５４４-００２４・大阪府大阪市生野区生野西・ いくのにじ

　　５４４-００２１・大阪府大阪市生野区勝山南・かつやまみなみ

　　５４４-００３３・大阪府大阪市生野区勝山北・かつやまきた

　　５４４-００２２・大阪府大阪市生野区舎利寺・しやりじ

　　５４４-０００２・大阪府大阪市生野区小路・しようじ

　　５４４-０００３・大阪府大阪市生野区小路東・ しようじひがじ

　　５４４-０００１・大阪府大阪市生野区新今里・しんいまざと

　　５４４-００１１・大阪府大阪市生野区田島・たじま

　　５４４-００１３・大阪府大阪市生野区巽中・たつみなか

　　５４４-００１４・大阪府大阪市生野区巽東・ たつみひがじ

　　５４４-００１２・大阪府大阪市生野区巽西・ たつみにじ

　　５４４-００１５・大阪府大阪市生野区巽南・たつみみなみ

　　５４４-０００４・大阪府大阪市生野区巽北・たつみきた

　　５４４-００３１・大阪府大阪市生野区鶴橋・ つるはじ

　　５４４-０００５・大阪府大阪市生野区中川・なかがわ

　　５４４-０００６・大阪府大阪市生野区中川東・ なかがわひがじ

　　５４４-００３２・大阪府大阪市生野区中川西・ なかがわにじ

　　５４４-００２３・大阪府大阪市生野区林寺・はやしじ

　　５４４-００３４・大阪府大阪市生野区桃谷・ももだに

　　５３５-００００・大阪府大阪市旭区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５３５-０００５・大阪府大阪市旭区赤川・あかがわ

　　５３５-０００４・大阪府大阪市旭区生江・いくえ

　　５３５-００１１・大阪府大阪市旭区今市・いまいち

　　５３５-０００２・大阪府大阪市旭区大宮・おおみや

　　５３５-００２１・大阪府大阪市旭区清水・しみず

　　５３５-００２２・大阪府大阪市旭区新森・しんもり

　　５３５-００１２・大阪府大阪市旭区千林・ せんはﾞやじ

　　５３５-０００１・大阪府大阪市旭区太子橋・ たいしはﾞじ

　　５３５-００３１・大阪府大阪市旭区高殿・たかどの

　　５３５-０００３・大阪府大阪市旭区中宮・なかみや

　　５３５-００１３・大阪府大阪市旭区森小路・もりしようじ

　　５３６-００００・大阪府大阪市城東区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５３６-０００２・大阪府大阪市城東区今福東・ いまふくひがじ

　　５３６-０００４・大阪府大阪市城東区今福西・ いまふくにじ

　　５３６-０００３・大阪府大阪市城東区今福南・いまふくみなみ

　　５３６-００１６・大阪府大阪市城東区蒲生・がもう

　　５３６-００１５・大阪府大阪市城東区新喜多・しぎた

　　５３６-００１７・大阪府大阪市城東区新喜多東・ しぎたひがじ

　　５３６-００１３・大阪府大阪市城東区鴫野東・ しぎのひがじ

　　５３６-００１４・大阪府大阪市城東区鴫野西・ しぎのにじ

　　５３６-００２１・大阪府大阪市城東区諏訪・すわ

　　５３６-０００７・大阪府大阪市城東区成育・せいいく

　　５３６-０００８・大阪府大阪市城東区関目・せきめ

　　５３６-０００５・大阪府大阪市城東区中央・ちゆうおう

　　５３６-００１２・大阪府大阪市城東区天王田・てんのうでん

　　５３６-００２４・大阪府大阪市城東区中浜・なかはま

　　５３６-００２２・大阪府大阪市城東区永田・ながた

　　５３６-０００６・大阪府大阪市城東区野江・のえ

　　５３６-００１１・大阪府大阪市城東区放出西・ はなてんにじ

　　５３６-００２３・大阪府大阪市城東区東中浜・ひがしなかはま

　　５３６-０００１・大阪府大阪市城東区古市・ふるいち

　　５３６-００２５・大阪府大阪市城東区森之宮・もりのみや

　　５４５-００００・大阪府大阪市阿倍野区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５４５-００３３・大阪府大阪市阿倍野区相生通・あいおいどおり

　　５４５-００５１・大阪府大阪市阿倍野区旭町・あさひまち

　　５４５-００５２・大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋・あべのすじ

　　５４５-６０９０・大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋あべのハルカス

　　５４５-００３４・大阪府大阪市阿倍野区阿倍野元町・あべのもとまち

　　５４５-００２３・大阪府大阪市阿倍野区王子町・おうじちよう

　　５４５-００３５・大阪府大阪市阿倍野区北畠・きたはﾞたけ

　　５４５-００４１・大阪府大阪市阿倍野区共立通・きようりつどおり

　　５４５-０００５・大阪府大阪市阿倍野区三明町・さんめいちよう

　　５４５-００１１・大阪府大阪市阿倍野区昭和町・しようわちよう

　　５４５-００３２・大阪府大阪市阿倍野区晴明通・せいめいどおり

　　５４５-００３７・大阪府大阪市阿倍野区帝塚山・てつﾞかやま



　　５４５-０００２・大阪府大阪市阿倍野区天王寺町南・てんのうじちようみなみ

　　５４５-０００１・大阪府大阪市阿倍野区天王寺町北・てんのうじちようきた

　　５４５-００１３・大阪府大阪市阿倍野区長池町・ながいけちよう

　　５４５-００１４・大阪府大阪市阿倍野区西田辺町・にしたなべちよう

　　５４５-００３１・大阪府大阪市阿倍野区橋本町・はしもとちよう

　　５４５-００２２・大阪府大阪市阿倍野区播磨町・はりまちよう

　　５４５-００２１・大阪府大阪市阿倍野区阪南町・はんなんちよう

　　５４５-００３６・大阪府大阪市阿倍野区万代・はﾞんだい

　　５４５-０００３・大阪府大阪市阿倍野区美章園・びしようえん

　　５４５-０００４・大阪府大阪市阿倍野区文の里・ふみのさと

　　５４５-００５３・大阪府大阪市阿倍野区松崎町・まつざきちよう

　　５４５-００４３・大阪府大阪市阿倍野区松虫通・まつむしどおり

　　５４５-００４２・大阪府大阪市阿倍野区丸山通・まるやまどおり

　　５４５-００１２・大阪府大阪市阿倍野区桃ケ池町・ももがいけちよう

　　５５８-００００・大阪府大阪市住吉区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５５８-００２１・大阪府大阪市住吉区浅香・あさか

　　５５８-００１４・大阪府大阪市住吉区我孫子・あびこ

　　５５８-００１３・大阪府大阪市住吉区我孫子東・ あびこひがじ

　　５５８-００１５・大阪府大阪市住吉区我孫子西・ あびこにじ

　　５５８-００４６・大阪府大阪市住吉区上住吉・ うえすみよじ

　　５５８-００３２・大阪府大阪市住吉区遠里小野・おりおの

　　５５８-００１１・大阪府大阪市住吉区苅田・かりた

　　５５８-００３１・大阪府大阪市住吉区沢之町・さわのちよう

　　５５８-００３３・大阪府大阪市住吉区清水丘・しみずがおか

　　５５８-００２２・大阪府大阪市住吉区杉本・すぎもと

　　５５８-００４３・大阪府大阪市住吉区墨江・すみえ

　　５５８-００４５・大阪府大阪市住吉区住吉・ すみよじ

　　５５８-００４７・大阪府大阪市住吉区千躰・せんたい

　　５５８-０００１・大阪府大阪市住吉区大領・だいりよう

　　５５８-００５３・大阪府大阪市住吉区帝塚山中・てつﾞかやまなか

　　５５８-００５４・大阪府大阪市住吉区帝塚山東・ てつﾞかやまひがじ

　　５５８-００５２・大阪府大阪市住吉区帝塚山西・ てつﾞかやまにじ

　　５５８-００４２・大阪府大阪市住吉区殿辻・とのつじ

　　５５８-０００３・大阪府大阪市住吉区長居・ながい

　　５５８-０００４・大阪府大阪市住吉区長居東・ ながいひがじ

　　５５８-０００２・大阪府大阪市住吉区長居西・ ながいにじ

　　５５８-００４４・大阪府大阪市住吉区長峡町・ながおちよう

　　５５８-００１２・大阪府大阪市住吉区庭井・にわい

　　５５８-００５５・大阪府大阪市住吉区万代・はﾞんだい

　　５５８-００５６・大阪府大阪市住吉区万代東・ はﾞんだいひがじ

　　５５８-００５１・大阪府大阪市住吉区東粉浜・ひがしこはま

　　５５８-００４１・大阪府大阪市住吉区南住吉・ みなみすみよじ

　　５５８-００２３・大阪府大阪市住吉区山之内・やまのうち

　　５５８-００２４・大阪府大阪市住吉区山之内元町・やまのうちもとまち

　　５４６-００００・大阪府大阪市東住吉区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５４６-０００３・大阪府大阪市東住吉区今川・いまがわ

　　５４６-０００１・大阪府大阪市東住吉区今林・ いまはﾞやじ

　　５４６-００４４・大阪府大阪市東住吉区北田辺・きたたなべ

　　５４６-０００２・大阪府大阪市東住吉区杭全・くまた

　　５４６-００４１・大阪府大阪市東住吉区桑津・くわつﾞ

　　５４６-００２４・大阪府大阪市東住吉区公園南矢田・こうえんみなみやた

　　５４６-００４３・大阪府大阪市東住吉区駒川・こまがわ

　　５４６-００２２・大阪府大阪市東住吉区住道矢田・すんじやた

　　５４６-００１４・大阪府大阪市東住吉区鷹合・たかあい

　　５４６-００３１・大阪府大阪市東住吉区田辺・たなべ

　　５４６-００２１・大阪府大阪市東住吉区照ケ丘矢田・てるがおかやた

　　５４６-００１２・大阪府大阪市東住吉区中野・なかの

　　５４６-００３４・大阪府大阪市東住吉区長居公園・ながいこうえん

　　５４６-００４２・大阪府大阪市東住吉区西今川・にしいまがわ

　　５４６-００１１・大阪府大阪市東住吉区針中野・はりなかの

　　５４６-００３２・大阪府大阪市東住吉区東田辺・ひがしたなべ

　　５４６-００３３・大阪府大阪市東住吉区南田辺・みなみたなべ

　　５４６-００２３・大阪府大阪市東住吉区矢田・やた

　　５４６-００３５・大阪府大阪市東住吉区山坂・やまさか

　　５４６-００１３・大阪府大阪市東住吉区湯里・ゆざと

　　５５７-００００・大阪府大阪市西成区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５５７-００３２・大阪府大阪市西成区旭・あさひ

　　５５７-００４１・大阪府大阪市西成区岸里・きしのさと

　　５５７-００４２・大阪府大阪市西成区岸里東・ きしのさとひがじ

　　５５７-００６１・大阪府大阪市西成区北津守・きたつもり



　　５５７-００２１・大阪府大阪市西成区北開・きたびらき

　　５５７-０００１・大阪府大阪市西成区山王・さんのう

　　５５７-００５２・大阪府大阪市西成区潮路・しおじ

　　５５７-００１２・大阪府大阪市西成区聖天下・しようてんした

　　５５７-００５４・大阪府大阪市西成区千本中・せんほﾞんなか

　　５５７-００５５・大阪府大阪市西成区千本南・せんほﾞんみなみ

　　５５７-００５３・大阪府大阪市西成区千本北・せんほﾞんきた

　　５５７-０００２・大阪府大阪市西成区太子・ たいじ

　　５５７-００５１・大阪府大阪市西成区橘・たちはﾞな

　　５５７-００４４・大阪府大阪市西成区玉出中・たまでなか

　　５５７-００４３・大阪府大阪市西成区玉出東・ たまでひがじ

　　５５７-００４５・大阪府大阪市西成区玉出西・ たまでにじ

　　５５７-００６２・大阪府大阪市西成区津守・つもり

　　５５７-００３１・大阪府大阪市西成区鶴見橋・ つるみはﾞじ

　　５５７-００２４・大阪府大阪市西成区出城・でしろ

　　５５７-００１４・大阪府大阪市西成区天下茶屋・てんがちやや

　　５５７-００１１・大阪府大阪市西成区天下茶屋東・ てんがちややひがじ

　　５５７-０００３・大阪府大阪市西成区天下茶屋北・てんがちややきた

　　５５７-００１３・大阪府大阪市西成区天神ノ森・てんじんのもり

　　５５７-００２２・大阪府大阪市西成区中開・なかびらき

　　５５７-００２５・大阪府大阪市西成区長橋・ ながはじ

　　５５７-００３３・大阪府大阪市西成区梅南・はﾞいなん

　　５５７-０００４・大阪府大阪市西成区萩之茶屋・はぎのちやや

　　５５７-００１５・大阪府大阪市西成区花園南・はなぞのみなみ

　　５５７-００１６・大阪府大阪市西成区花園北・はなぞのきた

　　５５７-００３４・大阪府大阪市西成区松・まつ

　　５５７-００６３・大阪府大阪市西成区南津守・みなみつもり

　　５５７-００２３・大阪府大阪市西成区南開・みなみびらき

　　５３２-００００・大阪府大阪市淀川区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５３２-００３１・大阪府大阪市淀川区加島・かしま

　　５３２-００１２・大阪府大阪市淀川区木川東・ きかわひがじ

　　５３２-００１３・大阪府大阪市淀川区木川西・ きかわにじ

　　５３２-００２５・大阪府大阪市淀川区新北野・しんきたの

　　５３２-００２４・大阪府大阪市淀川区十三本町・じゆうそうほんまち

　　５３２-００２８・大阪府大阪市淀川区十三元今里・じゆうそうもといまざと

　　５３２-００２３・大阪府大阪市淀川区十三東・ じゆうそうひがじ

　　５３２-０００１・大阪府大阪市淀川区十八条・じゆうはちじよう

　　５３２-００２７・大阪府大阪市淀川区田川・たがわ

　　５３２-００２１・大阪府大阪市淀川区田川北・たがわきた

　　５３２-００２６・大阪府大阪市淀川区塚本・つかもと

　　５３２-００３３・大阪府大阪市淀川区新高・にいたか

　　５３２-００１１・大阪府大阪市淀川区西中島・にしなかじま

　　５３２-０００６・大阪府大阪市淀川区西三国・にしみくに

　　５３２-０００４・大阪府大阪市淀川区西宮原・にしみやはら

　　５３２-００２２・大阪府大阪市淀川区野中南・のなかみなみ

　　５３２-００３４・大阪府大阪市淀川区野中北・のなかきた

　　５３２-０００２・大阪府大阪市淀川区東三国・ひがしみくに

　　５３２-０００５・大阪府大阪市淀川区三国本町・みくにほんまち

　　５３２-００３６・大阪府大阪市淀川区三津屋中・みつやなか

　　５３２-００３５・大阪府大阪市淀川区三津屋南・みつやみなみ

　　５３２-００３２・大阪府大阪市淀川区三津屋北・みつやきた

　　５３２-０００３・大阪府大阪市淀川区宮原・みやはら

　　５３８-００００・大阪府大阪市鶴見区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５３８-００４２・大阪府大阪市鶴見区今津中・いまつﾞなか

　　５３８-００４３・大阪府大阪市鶴見区今津南・いまつﾞみなみ

　　５３８-００４１・大阪府大阪市鶴見区今津北・いまつﾞきた

　　５３８-００５３・大阪府大阪市鶴見区鶴見・つるみ

　　５３８-００３４・大阪府大阪市鶴見区徳庵・とくあん

　　５３８-００３３・大阪府大阪市鶴見区中茶屋・なかのちやや

　　５３８-００４４・大阪府大阪市鶴見区放出東・ はなてんひがじ

　　５３８-００３５・大阪府大阪市鶴見区浜・はま

　　５３８-００３１・大阪府大阪市鶴見区茨田大宮・まつたおおみや

　　５３８-００５４・大阪府大阪市鶴見区緑・みどり

　　５３８-００５１・大阪府大阪市鶴見区諸口・もろくち

　　５３８-００３７・大阪府大阪市鶴見区焼野・やけの

　　５３８-００３２・大阪府大阪市鶴見区安田・やすだ

　　５３８-００５２・大阪府大阪市鶴見区横堤・よこつﾞつみ

　　５３８-００３６・大阪府大阪市鶴見区緑地公園・りよくちこうえん

　　５５９-００００・大阪府大阪市住之江区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５５９-０００３・大阪府大阪市住之江区安立・あんりゆう



　　５５９-００２３・大阪府大阪市住之江区泉・いずみ

　　５５９-００１１・大阪府大阪市住之江区北加賀屋・きたかがや

　　５５９-００１４・大阪府大阪市住之江区北島・きたじま

　　５５９-０００１・大阪府大阪市住之江区粉浜・こはま

　　５５９-０００７・大阪府大阪市住之江区粉浜西・ こはまにじ

　　５５９-００２１・大阪府大阪市住之江区柴谷・しはﾞたに

　　５５９-００２４・大阪府大阪市住之江区新北島・しんきたじま

　　５５９-０００４・大阪府大阪市住之江区住之江・すみのえ

　　５５９-００１７・大阪府大阪市住之江区中加賀屋・なかかがや

　　５５９-００３３・大阪府大阪市住之江区南港中・なんこうなか

　　５５９-００３１・大阪府大阪市住之江区南港東・ なんこうひがじ

　　５５９-００３２・大阪府大阪市住之江区南港南・なんこうみなみ

　　５５９-００３４・大阪府大阪市住之江区南港北・なんこうきた

　　５５９-００１６・大阪府大阪市住之江区西加賀屋・にしかがや

　　５５９-０００５・大阪府大阪市住之江区西住之江・にしすみのえ

　　５５９-０００２・大阪府大阪市住之江区浜口東・ はまぐちひがじ

　　５５９-０００６・大阪府大阪市住之江区浜口西・ はまぐちにじ

　　５５９-００１２・大阪府大阪市住之江区東加賀屋・ひがしかがや

　　５５９-００２５・大阪府大阪市住之江区平林南・ひらはﾞやしみなみ

　　５５９-００２６・大阪府大阪市住之江区平林北・ひらはﾞやしきた

　　５５９-００１３・大阪府大阪市住之江区御崎・みさき

　　５５９-００２２・大阪府大阪市住之江区緑木・みどりぎ

　　５５９-００１５・大阪府大阪市住之江区南加賀屋・みなみかがや

　　５４７-００００・大阪府大阪市平野区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５４７-００２４・大阪府大阪市平野区瓜破・うりわり

　　５４７-００２２・大阪府大阪市平野区瓜破東・ うりわりひがじ

　　５４７-００２５・大阪府大阪市平野区瓜破西・ うりわりにじ

　　５４７-００２３・大阪府大阪市平野区瓜破南・うりわりみなみ

　　５４７-０００４・大阪府大阪市平野区加美鞍作・かみくらつくり

　　５４７-０００６・大阪府大阪市平野区加美正覚寺・かみしようがくじ

　　５４７-０００２・大阪府大阪市平野区加美東・ かみひがじ

　　５４７-０００５・大阪府大阪市平野区加美西・ かみにじ

　　５４７-０００３・大阪府大阪市平野区加美南・かみみなみ

　　５４７-０００１・大阪府大阪市平野区加美北・かみきた

　　５４７-００２７・大阪府大阪市平野区喜連・きれ

　　５４７-００２１・大阪府大阪市平野区喜連東・ きれひがじ

　　５４７-００２６・大阪府大阪市平野区喜連西・ きれにじ

　　５４７-００３４・大阪府大阪市平野区背戸口・せとぐち

　　５４７-００１４・大阪府大阪市平野区長吉川辺・ながよしかわなべ

　　５４７-００１１・大阪府大阪市平野区長吉出戸・ながよしでと

　　５４７-００１６・大阪府大阪市平野区長吉長原・ながよしながはら

　　５４７-００１３・大阪府大阪市平野区長吉長原東・ ながよしながはらひがじ

　　５４７-００１５・大阪府大阪市平野区長吉長原西・ ながよしながはらにじ

　　５４７-００１２・大阪府大阪市平野区長吉六反・ながよしろくたん

　　５４７-００３２・大阪府大阪市平野区流町・ながれまち

　　５４７-００３５・大阪府大阪市平野区西脇・にしわき

　　５４７-００４２・大阪府大阪市平野区平野市町・ひらのいちまち

　　５４７-００４５・大阪府大阪市平野区平野上町・ひらのうえまち

　　５４７-００４８・大阪府大阪市平野区平野馬場・ひらのはﾞはﾞ

　　５４７-００４４・大阪府大阪市平野区平野本町・ひらのほんまち

　　５４７-００４６・大阪府大阪市平野区平野宮町・ひらのみやまち

　　５４７-００４７・大阪府大阪市平野区平野元町・ひらのもとまち

　　５４７-００４３・大阪府大阪市平野区平野東・ ひらのひがじ

　　５４７-００３３・大阪府大阪市平野区平野西・ ひらのにじ

　　５４７-００３１・大阪府大阪市平野区平野南・ひらのみなみ

　　５４７-００４１・大阪府大阪市平野区平野北・ひらのきた

　　５３０-００００・大阪府大阪市北区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５３０-００３３・大阪府大阪市北区池田町・いけだちよう

　　５３０-００２１・大阪府大阪市北区浮田・うきだ

　　５３０-０００１・大阪府大阪市北区梅田・うめだ

　　５３０-００２５・大阪府大阪市北区扇町・おうぎまち

　　５３０-００１１・大阪府大阪市北区大深町・おおふかちよう

　　５３１-００７６・大阪府大阪市北区大淀中・おおよどなか

　　５３１-６０９０・大阪府大阪市北区大淀中梅田スカイビルタワーイースト

　　５３１-６１９０・大阪府大阪市北区大淀中梅田スカイビルタワーウエスト

　　５３１-００７５・大阪府大阪市北区大淀南・おおよどみなみ

　　５３１-００７７・大阪府大阪市北区大淀北・おおよどきた

　　５３０-００１７・大阪府大阪市北区角田町・かくだちよう

　　５３０-００２６・大阪府大阪市北区神山町・かみやまちよう

　　５３０-００３１・大阪府大阪市北区菅栄町・かんえいちよう



　　５３０-００２３・大阪府大阪市北区黒崎町・くろさきちよう

　　５３０-００３８・大阪府大阪市北区紅梅町・こうはﾞいちよう

　　５３１-００６４・大阪府大阪市北区国分寺・こくぶんじ

　　５３０-００１８・大阪府大阪市北区小松原町・こまつはﾞらちよう

　　５３０-００１２・大阪府大阪市北区芝田・しはﾞた

　　５３０-００５３・大阪府大阪市北区末広町・すえひろちよう

　　５３０-００４６・大阪府大阪市北区菅原町・すがはらちよう

　　５３０-００５７・大阪府大阪市北区曽根崎・そねざき

　　５３０-０００２・大阪府大阪市北区曽根崎新地・そねざきしんち

　　５３０-００５１・大阪府大阪市北区太融寺町・たいゆうじちよう

　　５３０-００１３・大阪府大阪市北区茶屋町・ちややまち

　　５３０-００１４・大阪府大阪市北区鶴野町・つるのちよう

　　５３０-００４５・大阪府大阪市北区天神西町・てんじんにしまち

　　５３０-００４１・大阪府大阪市北区天神橋（１～６丁目）・てんじんはﾞし(１-６)

　　５３１-００４１・大阪府大阪市北区天神橋（７、８丁目）・てんじんはﾞし(７､８)

　　５３０-００４３・大阪府大阪市北区天満・てんま

　　５３０-００４２・大阪府大阪市北区天満橋・てんまはﾞし

　　５３０-６０９０・大阪府大阪市北区天満橋ＯＡＰタワー・てんまはﾞしＯＡＰたわｰ

　　５３０-０００３・大阪府大阪市北区堂島・どうじま

　　５３０-０００４・大阪府大阪市北区堂島浜・どうじまはま

　　５３０-００３５・大阪府大阪市北区同心・どうしん

　　５３０-００２７・大阪府大阪市北区堂山町・どうやまちよう

　　５３０-００５６・大阪府大阪市北区兎我野町・とがのちよう

　　５３１-００７２・大阪府大阪市北区豊崎・とよさき

　　５３０-００１６・大阪府大阪市北区中崎・なかざき

　　５３０-００１５・大阪府大阪市北区中崎西・ なかざきにじ

　　５３１-００７１・大阪府大阪市北区中津・なかつ

　　５３０-０００５・大阪府大阪市北区中之島・なかのしま

　　５３０-６１９０・大阪府大阪市北区中之島中之島ダイビル・なかのしまなかのしまだいびる

　　５３１-００６２・大阪府大阪市北区長柄中・ながらなか

　　５３１-００６３・大阪府大阪市北区長柄東・ ながらひがじ

　　５３１-００６１・大阪府大阪市北区長柄西・ ながらにじ

　　５３０-００２２・大阪府大阪市北区浪花町・なにわちよう

　　５３０-００３４・大阪府大阪市北区錦町・にしきちよう

　　５３０-００４７・大阪府大阪市北区西天満・にしてんま

　　５３０-００５５・大阪府大阪市北区野崎町・のざきちよう

　　５３０-００２８・大阪府大阪市北区万歳町・はﾞんざいちよう

　　５３０-００４４・大阪府大阪市北区東天満・ひがしてんま

　　５３０-００３２・大阪府大阪市北区樋之口町・ひのくちちよう

　　５３１-００７４・大阪府大阪市北区本庄東・ ほんじようひがじ

　　５３１-００７３・大阪府大阪市北区本庄西・ ほんじようにじ

　　５３０-００３７・大阪府大阪市北区松ケ枝町・まつがえちよう

　　５３０-００５２・大阪府大阪市北区南扇町・みなみおうぎまち

　　５３０-００５４・大阪府大阪市北区南森町・みなみもりまち

　　５３０-００２４・大阪府大阪市北区山崎町・やまざきちよう

　　５３０-００３６・大阪府大阪市北区与力町・よりきまち

　　５３９-００００・大阪府大阪市中央区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５４１-００５２・大阪府大阪市中央区安土町・あつﾞちまち

　　５４１-００４７・大阪府大阪市中央区淡路町・あわじまち

　　５４２-００６１・大阪府大阪市中央区安堂寺町・あんどうじまち

　　５４０-００１９・大阪府大阪市中央区和泉町・いずみまち

　　５４０-００２２・大阪府大阪市中央区糸屋町・いとやまち

　　５４１-００４２・大阪府大阪市中央区今橋・ いまはﾞじ

　　５４２-００６４・大阪府大阪市中央区上汐・うえしお

　　５４２-００６２・大阪府大阪市中央区上本町西・ うえほんまちにじ

　　５４０-０００５・大阪府大阪市中央区上町・うえまち

　　５４０-００３８・大阪府大阪市中央区内淡路町・うちあわじまち

　　５４０-００１３・大阪府大阪市中央区内久宝寺町・うちきゆうほうじまち

　　５４０-００３７・大阪府大阪市中央区内平野町・うちひらのまち

　　５４０-００２６・大阪府大阪市中央区内本町・うちほんまち

　　５４０-０００２・大阪府大阪市中央区大阪城・おおさかじよう

　　５４０-００２１・大阪府大阪市中央区大手通・おおてどおり

　　５４０-０００８・大阪府大阪市中央区大手前・おおてまえ

　　５４１-００４８・大阪府大阪市中央区瓦町・かわらまち

　　５４２-００６６・大阪府大阪市中央区瓦屋町・かわらやまち

　　５４０-００１６・大阪府大阪市中央区神崎町・かんざきちよう

　　５４１-００５７・大阪府大阪市中央区北久宝寺町・きたきゆうほうじまち

　　５４０-００２３・大阪府大阪市中央区北新町・きたしんまち

　　５４１-００４１・大阪府大阪市中央区北浜・きたはま

　　５４０-００３１・大阪府大阪市中央区北浜東・ きたはまひがじ



　　５４１-００５６・大阪府大阪市中央区久太郎町・きゆうたろうまち

　　５４２-００７２・大阪府大阪市中央区高津・こうつﾞ

　　５４１-００４３・大阪府大阪市中央区高麗橋・ こうらいはﾞじ

　　５４０-００１８・大阪府大阪市中央区粉川町・こかわちよう

　　５４０-００３３・大阪府大阪市中央区石町・こくまち

　　５４０-００１０・大阪府大阪市中央区材木町・ざいもくちよう

　　５４２-００８２・大阪府大阪市中央区島之内・しまのうち

　　５４０-００３４・大阪府大阪市中央区島町・しままち

　　５４０-００１５・大阪府大阪市中央区十二軒町・じゆうにけんちよう

　　５４０-０００１・大阪府大阪市中央区城見・しろみ

　　５４０-６１９０・大阪府大阪市中央区城見ＭＩＤタワー・しろみえむあいでいたわｰ

　　５４０-６０９０・大阪府大阪市中央区城見クリスタルタワー・しろみくりすたるたわｰ

　　５４０-６３９０・大阪府大阪市中央区城見松下ＩＭＰビル・しろみまつしたあいえむひﾟｰびる

　　５４２-００８５・大阪府大阪市中央区心斎橋筋・しんさいはﾞしすじ

　　５４２-００７４・大阪府大阪市中央区千日前・せんにちまえ

　　５４１-００５５・大阪府大阪市中央区船場中央・せんはﾞちゆうおう

　　５４２-００８４・大阪府大阪市中央区宗右衛門町・そうえもんちよう

　　５４０-００１２・大阪府大阪市中央区谷町（１～５丁目）・たにまち(１ちようめ-５)

　　５４２-００１２・大阪府大阪市中央区谷町（６～９丁目）・たにまち(６-９)

　　５４０-０００４・大阪府大阪市中央区玉造・たまつくり

　　５４０-００３５・大阪府大阪市中央区釣鐘町・つりがねちよう

　　５４０-００３２・大阪府大阪市中央区天満橋京町・てんまはﾞしきようまち

　　５４２-００６３・大阪府大阪市中央区東平・とうへい

　　５４０-００２８・大阪府大阪市中央区常盤町・ときわまち

　　５４０-００２５・大阪府大阪市中央区徳井町・とくいちよう

　　５４２-００７７・大阪府大阪市中央区道頓堀（１丁目東）・どうとんほﾞり(１ちようめひがし)

　　５４２-００７１・大阪府大阪市中央区道頓堀（その他）・どうとんほﾞり(そのた)

　　５４１-００４５・大阪府大阪市中央区道修町・どしようまち

　　５４２-００６５・大阪府大阪市中央区中寺・なかでら

　　５４２-００７６・大阪府大阪市中央区難波・なんはﾞ

　　５４２-００７５・大阪府大阪市中央区難波千日前・なんはﾞせんにちまえ

　　５４２-００８６・大阪府大阪市中央区西心斎橋・ にししんさいはﾞじ

　　５４２-００７３・大阪府大阪市中央区日本橋・ につほﾟんはﾞじ

　　５４０-００１１・大阪府大阪市中央区農人橋・ のうにんはﾞじ

　　５４１-００５９・大阪府大阪市中央区博労町・はﾞくろうまち

　　５４０-０００７・大阪府大阪市中央区馬場町・はﾞんはﾞちよう

　　５４０-００３９・大阪府大阪市中央区東高麗橋・ ひがしこうらいはﾞじ

　　５４２-００８３・大阪府大阪市中央区東心斎橋・ ひがししんさいはﾞじ

　　５４１-００４６・大阪府大阪市中央区平野町・ひらのまち

　　５４１-００５１・大阪府大阪市中央区備後町・びんごまち

　　５４１-００４４・大阪府大阪市中央区伏見町・ふしみまち

　　５４０-００３６・大阪府大阪市中央区船越町・ふなこしちよう

　　５４０-０００６・大阪府大阪市中央区法円坂・ほうえんざか

　　５４１-００５３・大阪府大阪市中央区本町・ほんまち

　　５４０-００２９・大阪府大阪市中央区本町橋・ ほんまちはﾞじ

　　５４２-００６７・大阪府大阪市中央区松屋町・まつやまち

　　５４０-００１７・大阪府大阪市中央区松屋町住吉・ まつやまちすみよじ

　　５４１-００５８・大阪府大阪市中央区南久宝寺町・みなみきゆうほうじまち

　　５４０-００２４・大阪府大阪市中央区南新町・みなみしんまち

　　５４２-００８１・大阪府大阪市中央区南船場・みなみせんはﾞ

　　５４１-００５４・大阪府大阪市中央区南本町・みなみほんまち

　　５４０-０００３・大阪府大阪市中央区森ノ宮中央・もりのみやちゆうおう

　　５４０-００２７・大阪府大阪市中央区鎗屋町・やりやまち

　　５４０-００１４・大阪府大阪市中央区龍造寺町・りゆうぞうじちよう

　　５９０-００００・大阪府堺市堺区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５９０-００１２・大阪府堺市堺区浅香山町・あさかやまちよう

　　５９０-０８０９・大阪府堺市堺区旭ケ丘北町・あさひがおかきたまち

　　５９０-０８０８・大阪府堺市堺区旭ケ丘中町・あさひがおかなかまち

　　５９０-０８０７・大阪府堺市堺区旭ケ丘南町・あさひがおかみなみまち

　　５９０-００５５・大阪府堺市堺区旭通・あさひどおり

　　５９０-０９２６・大阪府堺市堺区綾之町西・ あやのちようにじ

　　５９０-０９２５・大阪府堺市堺区綾之町東・ あやのちようひがじ

　　５９０-０８２３・大阪府堺市堺区石津北町・いしつﾞきたまち

　　５９０-０８１４・大阪府堺市堺区石津町・いしつﾞちよう

　　５９０-００４８・大阪府堺市堺区一条通・いちじようどおり

　　５９０-０９５１・大阪府堺市堺区市之町西・ いちのちようにじ

　　５９０-０９５２・大阪府堺市堺区市之町東・ いちのちようひがじ

　　５９０-００１８・大阪府堺市堺区今池町・いまいけちよう

　　５９０-００６５・大阪府堺市堺区永代町・えいたいちよう

　　５９０-００２７・大阪府堺市堺区榎元町・えのきもとまち



　　５９０-０９８５・大阪府堺市堺区戎島町・えびすじまちよう

　　５９０-０９４８・大阪府堺市堺区戎之町西・ えびすのちようにじ

　　５９０-０９４５・大阪府堺市堺区戎之町東・ えびすのちようひがじ

　　５９０-０８２４・大阪府堺市堺区老松町・おいまつちよう

　　５９０-０９５９・大阪府堺市堺区大町西・ おおちようにじ

　　５９０-０９５４・大阪府堺市堺区大町東・ おおちようひがじ

　　５９０-０９７４・大阪府堺市堺区大浜北町・おおはまきたまち

　　５９０-０９７５・大阪府堺市堺区大浜中町・おおはまなかまち

　　５９０-０９７７・大阪府堺市堺区大浜西町・おおはまにしまち

　　５９０-０９７６・大阪府堺市堺区大浜南町・おおはまみなみまち

　　５９０-００６１・大阪府堺市堺区翁橋町・おきなはﾞしちよう

　　５９０-０００１・大阪府堺市堺区遠里小野町・おりおのちよう

　　５９０-０９８２・大阪府堺市堺区海山町・かいさんちよう

　　５９０-０９５０・大阪府堺市堺区甲斐町西・ かいのちようにじ

　　５９０-０９５３・大阪府堺市堺区甲斐町東・ かいのちようひがじ

　　５９０-００１１・大阪府堺市堺区香ケ丘町・かおりがおかちよう

　　５９０-０８３７・大阪府堺市堺区柏木町・かしわぎちよう

　　５９０-０８２７・大阪府堺市堺区春日通・かすがどおり

　　５９０-０８１２・大阪府堺市堺区霞ケ丘町・かすみがおかちよう

　　５９０-０８１３・大阪府堺市堺区神石市之町・かみいしいちのちよう

　　５９０-０９８４・大阪府堺市堺区神南辺町・かんなべちよう

　　５９０-００７６・大阪府堺市堺区北瓦町・きたかわらまち

　　５９０-００７１・大阪府堺市堺区北向陽町・きたこうようちよう

　　５９０-０００４・大阪府堺市堺区北清水町・きたしみずちよう

　　５９０-０００７・大阪府堺市堺区北庄町・きたしようちよう

　　５９０-００１７・大阪府堺市堺区北田出井町・きたたでいちよう

　　５９０-０９２８・大阪府堺市堺区北旅籠町西・ きたはたごちようにじ

　　５９０-０９２３・大阪府堺市堺区北旅籠町東・ きたはたごちようひがじ

　　５９０-０９８６・大阪府堺市堺区北波止町・きたはとちよう

　　５９０-００７４・大阪府堺市堺区北花田口町・きたはなだぐちちよう

　　５９０-０９２１・大阪府堺市堺区北半町西・ きたはんちようにじ

　　５９０-０９２２・大阪府堺市堺区北半町東・ きたはんちようひがじ

　　５９０-００３７・大阪府堺市堺区北丸保園・きたまるほえん

　　５９０-００２１・大阪府堺市堺区北三国ケ丘町・きたみくにがおかちよう

　　５９０-００６２・大阪府堺市堺区北安井町・きたやすいちよう

　　５９０-００５４・大阪府堺市堺区京町通・きようまちどおり

　　５９０-０８２２・大阪府堺市堺区協和町・きようわちよう

　　５９０-０００６・大阪府堺市堺区錦綾町・きんりようちよう

　　５９０-０９３９・大阪府堺市堺区九間町西・ くけんちようにじ

　　５９０-０９３４・大阪府堺市堺区九間町東・ くけんちようひがじ

　　５９０-０９４９・大阪府堺市堺区櫛屋町西・ くしやちようにじ

　　５９０-０９４４・大阪府堺市堺区櫛屋町東・ くしやちようひがじ

　　５９０-０８３６・大阪府堺市堺区楠町・くすのきちよう

　　５９０-０９４７・大阪府堺市堺区熊野町西・ くまのちようにじ

　　５９０-０９４６・大阪府堺市堺区熊野町東・ くまのちようひがじ

　　５９０-０９４０・大阪府堺市堺区車之町西・ くるまのちようにじ

　　５９０-０９４３・大阪府堺市堺区車之町東・ くるまのちようひがじ

　　５９０-００２４・大阪府堺市堺区向陵中町・こうりようなかまち

　　５９０-００２６・大阪府堺市堺区向陵西町・こうりようにしまち

　　５９０-００２５・大阪府堺市堺区向陵東町・こうりようひがしまち

　　５９０-００４４・大阪府堺市堺区五条通・ごじようどおり

　　５９０-００５７・大阪府堺市堺区御陵通・ごりようどおり

　　５９０-０９４１・大阪府堺市堺区材木町西・ ざいもくちようにじ

　　５９０-０９４２・大阪府堺市堺区材木町東・ ざいもくちようひがじ

　　５９０-００５１・大阪府堺市堺区幸通・さいわいどおり

　　５９０-０９７１・大阪府堺市堺区栄橋町・さかえはﾞしちよう

　　５９０-０９２７・大阪府堺市堺区桜之町西・ さくらのちようにじ

　　５９０-０９２４・大阪府堺市堺区桜之町東・ さくらのちようひがじ

　　５９０-００３１・大阪府堺市堺区五月町・さつきちよう

　　５９０-００４６・大阪府堺市堺区三条通・さんじようどおり

　　５９０-０９０６・大阪府堺市堺区三宝町・さんほﾞうちよう

　　５９０-０９８１・大阪府堺市堺区塩浜町・しおはまちよう

　　５９０-００４５・大阪府堺市堺区四条通・しじようどおり

　　５９０-００４２・大阪府堺市堺区七条通・しちじようどおり

　　５９０-０９１１・大阪府堺市堺区七道西町・しちどうにしまち

　　５９０-０９１３・大阪府堺市堺区七道東町・しちどうひがしまち

　　５９０-００１３・大阪府堺市堺区東雲西町・しののめにしまち

　　５９０-０９５８・大阪府堺市堺区宿院町西・ しゆくいんちようにじ

　　５９０-０９５５・大阪府堺市堺区宿院町東・ しゆくいんちようひがじ

　　５９０-０９３７・大阪府堺市堺区宿屋町西・ しゆくやちようにじ



　　５９０-０９３６・大阪府堺市堺区宿屋町東・ しゆくやちようひがじ

　　５９０-０９６０・大阪府堺市堺区少林寺町西・ しようりんじちようにじ

　　５９０-０９６３・大阪府堺市堺区少林寺町東・ しようりんじちようひがじ

　　５９０-０８２５・大阪府堺市堺区昭和通・しようわどおり

　　５９０-０９６９・大阪府堺市堺区新在家町西・ しんざいけちようにじ

　　５９０-０９６４・大阪府堺市堺区新在家町東・ しんざいけちようひがじ

　　５９０-００５６・大阪府堺市堺区神保通・しんほﾟどおり

　　５９０-００７９・大阪府堺市堺区新町・しんまち

　　５９０-０９３８・大阪府堺市堺区神明町西・ しんめいちようにじ

　　５９０-０９３５・大阪府堺市堺区神明町東・ しんめいちようひがじ

　　５９０-０８２６・大阪府堺市堺区菅原通・すがはらどおり

　　５９０-０００２・大阪府堺市堺区砂道町・すなみちちよう

　　５９０-０９７３・大阪府堺市堺区住吉橋町・すみよしはﾞしちよう

　　５９０-００３５・大阪府堺市堺区大仙町・だいせんちよう

　　５９０-０８０１・大阪府堺市堺区大仙中町・だいせんなかまち

　　５９０-０８２１・大阪府堺市堺区大仙西町・だいせんにしまち

　　５９０-０８２０・大阪府堺市堺区高砂町・たかさごちよう

　　５９０-０００３・大阪府堺市堺区高須町・たかすちよう

　　５９０-０９０８・大阪府堺市堺区匠町・たくみちよう

　　５９０-００１４・大阪府堺市堺区田出井町・たでいちよう

　　５９０-０９８７・大阪府堺市堺区築港南町・ちつこうみなみまち

　　５９０-０９０１・大阪府堺市堺区築港八幡町・ちつこうやわたまち

　　５９０-０８３３・大阪府堺市堺区出島海岸通・でじまかいがんどおり

　　５９０-０８３４・大阪府堺市堺区出島町・でじまちよう

　　５９０-０８３１・大阪府堺市堺区出島西町・でじまにしまち

　　５９０-０８３２・大阪府堺市堺区出島浜通・でじまはまどおり

　　５９０-０９０５・大阪府堺市堺区鉄砲町・てつほﾟうちよう

　　５９０-０９６１・大阪府堺市堺区寺地町西・ てらじちようにじ

　　５９０-０９６２・大阪府堺市堺区寺地町東・ てらじちようひがじ

　　５９０-００７７・大阪府堺市堺区中瓦町・なかかわらまち

　　５９０-００７２・大阪府堺市堺区中向陽町・なかこうようちよう

　　５９０-００１６・大阪府堺市堺区中田出井町・なかたでいちよう

　　５９０-００３３・大阪府堺市堺区中永山園・なかながやまえん

　　５９０-０９５７・大阪府堺市堺区中之町西・ なかのちようにじ

　　５９０-０９５６・大阪府堺市堺区中之町東・ なかのちようひがじ

　　５９０-００２２・大阪府堺市堺区中三国ケ丘町・なかみくにがおかちよう

　　５９０-００６３・大阪府堺市堺区中安井町・なかやすいちよう

　　５９０-０９１２・大阪府堺市堺区並松町・なみまつちよう

　　５９０-０８１１・大阪府堺市堺区南陵町・なんりようちよう

　　５９０-００６６・大阪府堺市堺区賑町・にぎわいちよう

　　５９０-０９３１・大阪府堺市堺区錦之町西・ にしきのちようにじ

　　５９０-０９３２・大阪府堺市堺区錦之町東・ にしきのちようひがじ

　　５９０-００３２・大阪府堺市堺区西永山園・にしながやまえん

　　５９０-０８３５・大阪府堺市堺区西湊町・にしみなとちよう

　　５９０-００４７・大阪府堺市堺区二条通・にじようどおり

　　５９０-０８０３・大阪府堺市堺区東上野芝町（１丁）・ひがしうえのしはﾞちよう(１ちよう)

　　５９０-００３４・大阪府堺市堺区東永山園・ひがしながやまえん

　　５９０-０８２９・大阪府堺市堺区東湊町・ひがしみなとちよう

　　５９０-０９０３・大阪府堺市堺区松屋町・まつやちよう

　　５９０-０９０２・大阪府堺市堺区松屋大和川通・まつややまとがわどおり

　　５９０-００２８・大阪府堺市堺区三国ケ丘御幸通・みくにがおかみゆきどおり

　　５９０-０８０６・大阪府堺市堺区緑ヶ丘北町・みどりがおかきたまち

　　５９０-０８０５・大阪府堺市堺区緑ヶ丘中町・みどりがおかなかまち

　　５９０-０８０４・大阪府堺市堺区緑ヶ丘南町・みどりがおかみなみまち

　　５９０-０９０７・大阪府堺市堺区緑町・みどりちよう

　　５９０-００７８・大阪府堺市堺区南瓦町・みなみかわらまち

　　５９０-００７３・大阪府堺市堺区南向陽町・みなみこうようちよう

　　５９０-０９０４・大阪府堺市堺区南島町・みなみじまちよう

　　５９０-０００５・大阪府堺市堺区南清水町・みなみしみずちよう

　　５９０-０００８・大阪府堺市堺区南庄町・みなみしようちよう

　　５９０-００１５・大阪府堺市堺区南田出井町・みなみたでいちよう

　　５９０-０９６８・大阪府堺市堺区南旅篭町西・ みなみはたごちようにじ

　　５９０-０９６５・大阪府堺市堺区南旅篭町東・ みなみはたごちようひがじ

　　５９０-００７５・大阪府堺市堺区南花田口町・みなみはなだぐちちよう

　　５９０-０９６７・大阪府堺市堺区南半町西・ みなみはんちようにじ

　　５９０-０９６６・大阪府堺市堺区南半町東・ みなみはんちようひがじ

　　５９０-００３６・大阪府堺市堺区南丸保園・みなみまるほえん

　　５９０-００２３・大阪府堺市堺区南三国ケ丘町・みなみみくにがおかちよう

　　５９０-００６４・大阪府堺市堺区南安井町・みなみやすいちよう

　　５９０-０８０２・大阪府堺市堺区百舌鳥夕雲町・もずせきうんちよう



　　５９０-００５３・大阪府堺市堺区文珠橋通・もんじゆはﾞしどおり

　　５９０-００５２・大阪府堺市堺区八千代通・やちよどおり

　　５９０-０９３０・大阪府堺市堺区柳之町西・ やなぎのちようにじ

　　５９０-０９３３・大阪府堺市堺区柳之町東・ やなぎのちようひがじ

　　５９０-０８２８・大阪府堺市堺区八幡通・やはたどおり

　　５９０-０９８３・大阪府堺市堺区山本町・やまもとちよう

　　５９０-０９７２・大阪府堺市堺区竜神橋町・りゆうじんはﾞしちよう

　　５９０-００４１・大阪府堺市堺区陵西通・りようさいどおり

　　５９０-００４３・大阪府堺市堺区六条通・ろくじようどおり

　　５９９-００００・大阪府堺市中区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５９９-８２４４・大阪府堺市中区上之・うえの

　　５９９-８２３３・大阪府堺市中区大野芝町・おおのしはﾞちよう

　　５９９-８２３１・大阪府堺市中区学園町・がくえんちよう

　　５９９-８２６６・大阪府堺市中区毛穴町・けなちよう

　　５９９-８２７６・大阪府堺市中区小阪・こさか

　　５９９-８２６４・大阪府堺市中区小阪西町・こさかにしまち

　　５９９-８２３２・大阪府堺市中区新家町・しんけちよう

　　５９９-８２４６・大阪府堺市中区田園・たぞの

　　５９９-８２４５・大阪府堺市中区辻之・つじの

　　５９９-８２４２・大阪府堺市中区陶器北・とうききた

　　５９９-８２３４・大阪府堺市中区土塔町・どとうちよう

　　５９９-８２５２・大阪府堺市中区楢葉・ならはﾞ

　　５９９-８２３８・大阪府堺市中区土師町・はぜちよう

　　５９９-８２６７・大阪府堺市中区八田寺町（その他）・はんだいじちよう(そのた)

　　５９９-８２６２・大阪府堺市中区八田北町・はんだきたちよう

　　５９９-８２６５・大阪府堺市中区八田西町・はんだにしまち

　　５９９-８２６３・大阪府堺市中区八田南之町・はんだみなみのちよう

　　５９９-８２７５・大阪府堺市中区東八田・ひがしはんだ

　　５９９-８２４７・大阪府堺市中区東山・ひがしやま

　　５９９-８２５１・大阪府堺市中区平井・ひらい

　　５９９-８２７１・大阪府堺市中区深井北町・ふかいきたまち

　　５９９-８２３６・大阪府堺市中区深井沢町・ふかいさわまち

　　５９９-８２７３・大阪府堺市中区深井清水町・ふかいしみずちよう

　　５９９-８２７２・大阪府堺市中区深井中町・ふかいなかまち

　　５９９-８２４８・大阪府堺市中区深井畑山町・ふかいはたやまちよう

　　５９９-８２３５・大阪府堺市中区深井東町・ふかいひがしまち

　　５９９-８２３７・大阪府堺市中区深井水池町・ふかいみずがいけちよう

　　５９９-８２５３・大阪府堺市中区深阪・ふかさか

　　５９９-８２４１・大阪府堺市中区福田・ふくだ

　　５９９-８２５４・大阪府堺市中区伏尾・ふせお

　　５９９-８２６１・大阪府堺市中区堀上町・ほりあげちよう

　　５９９-８２４３・大阪府堺市中区見野山・みのやま

　　５９９-８２７４・大阪府堺市中区宮園町・みやぞのちよう

　　５９９-００００・大阪府堺市東区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５９９-８１０２・大阪府堺市東区石原町・いしはらちよう

　　５９９-８１２６・大阪府堺市東区大美野・おおみの

　　５９９-８１２３・大阪府堺市東区北野田・きたのだ

　　５９９-８１２７・大阪府堺市東区草尾・くさお

　　５９９-８１２２・大阪府堺市東区丈六・じようろく

　　５９９-８１０７・大阪府堺市東区白鷺町・しらさぎちよう

　　５９９-８１１５・大阪府堺市東区関茶屋・せきちやや

　　５９９-８１２１・大阪府堺市東区高松・たかまつ

　　５９９-８１２８・大阪府堺市東区中茶屋・なかちやや

　　５９９-８１２５・大阪府堺市東区西野・にしの

　　５９９-８１１６・大阪府堺市東区野尻町・のじりちよう

　　５９９-８１１１・大阪府堺市東区日置荘北町・ひきしようきたまち

　　５９９-８１１３・大阪府堺市東区日置荘田中町・ひきしようたなかまち

　　５９９-８１１４・大阪府堺市東区日置荘西町・ひきしようにしまち

　　５９９-８１１２・大阪府堺市東区日置荘原寺町・ひきしようはらでらまち

　　５９９-８１０４・大阪府堺市東区引野町・ひきのちよう

　　５９９-８１０３・大阪府堺市東区菩提町・ほﾞだいちよう

　　５９９-８１２４・大阪府堺市東区南野田・みなみのだ

　　５９９-８１０１・大阪府堺市東区八下町・やしもちよう

　　５９３-００００・大阪府堺市西区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５９２-８３３２・大阪府堺市西区石津西町・いしつﾞにしまち

　　５９３-８３０１・大阪府堺市西区上野芝町・うえのしはﾞちよう

　　５９３-８３０３・大阪府堺市西区上野芝向ケ丘町・うえのしはﾞむこうがおかちよう

　　５９３-８３０４・大阪府堺市西区家原寺町・えはﾞらじちよう

　　５９３-８３２８・大阪府堺市西区鳳北町・おおとりきたまち

　　５９３-８３２７・大阪府堺市西区鳳中町・おおとりなかまち



　　５９３-８３２６・大阪府堺市西区鳳西町・おおとりにしまち

　　５９３-８３２４・大阪府堺市西区鳳東町・おおとりひがしまち

　　５９３-８３２５・大阪府堺市西区鳳南町・おおとりみなみまち

　　５９３-８３１１・大阪府堺市西区上・かみ

　　５９３-８３１２・大阪府堺市西区草部・くさべ

　　５９３-８３０８・大阪府堺市西区神野町・こうのちよう

　　５９３-８３１３・大阪府堺市西区小代（２９２－１)・こだい(２９２-１)

　　５９３-８３２９・大阪府堺市西区下田町・しもだちよう

　　５９３-８３１４・大阪府堺市西区太平寺（その他）・たいへいじ(そのた)

　　５９２-８３３１・大阪府堺市西区築港新町・ちつこうしんまち

　　５９２-８３５１・大阪府堺市西区築港浜寺町・ちつこうはまでらちよう

　　５９２-８３５２・大阪府堺市西区築港浜寺西町・ちつこうはまでらにしまち

　　５９３-８３２２・大阪府堺市西区津久野町・つくのちよう

　　５９３-８３２３・大阪府堺市西区鶴田町・つるたちよう

　　５９２-８３３４・大阪府堺市西区浜寺石津町中・はまでらいしつﾞちようなか

　　５９２-８３３３・大阪府堺市西区浜寺石津町西・ はまでらいしつﾞちようにじ

　　５９２-８３３５・大阪府堺市西区浜寺石津町東・ はまでらいしつﾞちようひがじ

　　５９２-８３４６・大阪府堺市西区浜寺公園町・はまでらこうえんちよう

　　５９２-８３４５・大阪府堺市西区浜寺昭和町・はまでらしようわちよう

　　５９２-８３４８・大阪府堺市西区浜寺諏訪森町中・はまでらすわのもりちようなか

　　５９２-８３４７・大阪府堺市西区浜寺諏訪森町西・ はまでらすわのもりちようにじ

　　５９２-８３４９・大阪府堺市西区浜寺諏訪森町東・ はまでらすわのもりちようひがじ

　　５９２-８３４２・大阪府堺市西区浜寺船尾町西・ はまでらふなおちようにじ

　　５９２-８３４１・大阪府堺市西区浜寺船尾町東・ はまでらふなおちようひがじ

　　５９２-８３４４・大阪府堺市西区浜寺南町・はまでらみなみまち

　　５９２-８３４３・大阪府堺市西区浜寺元町・はまでらもとまち

　　５９３-８３１７・大阪府堺市西区原田・はらだ

　　５９３-８３０６・大阪府堺市西区八田寺町（４０－１～４０－３)・はんだいじちよう

　　５９３-８３１５・大阪府堺市西区菱木・ひしき

　　５９３-８３０７・大阪府堺市西区平岡町・ひらおかちよう

　　５９３-８３０２・大阪府堺市西区北条町・ほうじようちよう

　　５９３-８３０５・大阪府堺市西区堀上緑町・ほりあげみどりまち

　　５９３-８３２１・大阪府堺市西区宮下町・みやしもちよう

　　５９３-８３１６・大阪府堺市西区山田・やまだ

　　５９０-０１００・大阪府堺市南区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５９０-０１４４・大阪府堺市南区赤坂台・あかさかだい

　　５９０-０１２６・大阪府堺市南区泉田中・いずみたなか

　　５９０-０１５６・大阪府堺市南区稲葉・いなはﾞ

　　５９０-０１１２・大阪府堺市南区岩室・いわむろ

　　５９０-０１５３・大阪府堺市南区大庭寺・おおはﾞでら

　　５９０-０１４５・大阪府堺市南区大森・おおもり

　　５９０-０１２１・大阪府堺市南区片蔵・かたくら

　　５９０-０１２２・大阪府堺市南区釜室・かまむろ

　　５９０-０１３８・大阪府堺市南区鴨谷台・かもたにだい

　　５９０-０１５１・大阪府堺市南区小代（その他）・こだい(そのた)

　　５９０-０１２３・大阪府堺市南区逆瀬川・さかせがわ

　　５９０-０１３７・大阪府堺市南区城山台・しろやまだい

　　５９０-０１４３・大阪府堺市南区新檜尾台・しんひのおだい

　　５９０-０１５８・大阪府堺市南区太平寺（５０８－５)・たいへいじ

　　５９０-０１５８・大阪府堺市南区太平寺（６９６－２～６９６－３)・たいへいじ

　　５９０-０１５８・大阪府堺市南区太平寺（７２４－１)・たいへいじ

　　５９０-０１５８・大阪府堺市南区太平寺（７２５－１)・たいへいじ

　　５９０-０１５８・大阪府堺市南区太平寺（７２６－１)・たいへいじ

　　５９０-０１５８・大阪府堺市南区太平寺（７２７)・たいへいじ

　　５９０-０１５８・大阪府堺市南区太平寺（７２８)・たいへいじ

　　５９０-０１５８・大阪府堺市南区太平寺（７２８－１)・たいへいじ

　　５９０-０１５８・大阪府堺市南区太平寺（７２９)・たいへいじ

　　５９０-０１５８・大阪府堺市南区太平寺（７３０)・たいへいじ

　　５９０-０１５８・大阪府堺市南区太平寺（７３１)・たいへいじ

　　５９０-０１５８・大阪府堺市南区太平寺（７３２)・たいへいじ

　　５９０-０１５８・大阪府堺市南区太平寺（７３３－１～７３３－２)・たいへいじ

　　５９０-０１５８・大阪府堺市南区太平寺（７３５)・たいへいじ

　　５９０-０１５８・大阪府堺市南区太平寺（７８６－３)・たいへいじ

　　５９０-０１５７・大阪府堺市南区高尾・たかお

　　５９０-０１１７・大阪府堺市南区高倉台・たかくらだい

　　５９０-０１０５・大阪府堺市南区竹城台・たけしろだい

　　５９０-０１１５・大阪府堺市南区茶山台・ちややまだい

　　５９０-０１３１・大阪府堺市南区栂・とが

　　５９０-０１０４・大阪府堺市南区土佐屋台・とさやだい

　　５９０-０１２７・大阪府堺市南区富蔵・とみくら



　　５９０-０１０６・大阪府堺市南区豊田・とよだ

　　５９０-０１３３・大阪府堺市南区庭代台・にわしろだい

　　５９０-０１５５・大阪府堺市南区野々井・ののい

　　５９０-０１２４・大阪府堺市南区畑・はた

　　５９０-０１２５・大阪府堺市南区鉢ケ峯寺・はちがみねじ

　　５９０-０１３２・大阪府堺市南区原山台・はらやまだい

　　５９０-０１１３・大阪府堺市南区晴美台・はるみだい

　　５９０-０１４２・大阪府堺市南区檜尾・ひのお

　　５９０-０１０３・大阪府堺市南区深阪南・ふかさかみなみ

　　５９０-０１３５・大阪府堺市南区別所・べつしよ

　　５９０-０１１４・大阪府堺市南区槇塚台・まきつﾞかだい

　　５９０-０１３４・大阪府堺市南区御池台・みいけだい

　　５９０-０１３６・大阪府堺市南区美木多上・みきたかみ

　　５９０-０１５４・大阪府堺市南区三木閉・みきとじ

　　５９０-０１１１・大阪府堺市南区三原台・みはらだい

　　５９０-０１０１・大阪府堺市南区宮山台・みややまだい

　　５９０-０１４１・大阪府堺市南区桃山台・ももやまだい

　　５９０-０１１６・大阪府堺市南区若松台・わかまつだい

　　５９０-０１５２・大阪府堺市南区和田・わだ

　　５９０-０１０２・大阪府堺市南区和田東・ わだひがじ

　　５９１-００００・大阪府堺市北区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５９１-８００７・大阪府堺市北区奥本町・おくもとちよう

　　５９１-８０２２・大阪府堺市北区金岡町・かなおかちよう

　　５９１-８０４３・大阪府堺市北区北長尾町・きたながおちよう

　　５９１-８００２・大阪府堺市北区北花田町・きたはなだちよう

　　５９１-８００４・大阪府堺市北区蔵前町・くらまえちよう

　　５９１-８０２４・大阪府堺市北区黒土町・くろつちちよう

　　５９１-８０４１・大阪府堺市北区東雲東町・しののめひがしまち

　　５９１-８０２１・大阪府堺市北区新金岡町・しんかなおかちよう

　　５９１-８００５・大阪府堺市北区新堀町・しんほﾞりちよう

　　５９１-８００３・大阪府堺市北区船堂町・せんどうちよう

　　５９１-８００１・大阪府堺市北区常磐町・ときわちよう

　　５９１-８０２５・大阪府堺市北区長曽根町・ながそねちよう

　　５９１-８０４４・大阪府堺市北区中長尾町・なかながおちよう

　　５９１-８０１２・大阪府堺市北区中村町・なかむらちよう

　　５９１-８０２３・大阪府堺市北区中百舌鳥町・なかもずちよう

　　５９１-８０１３・大阪府堺市北区野遠町・のとうちよう

　　５９１-８００８・大阪府堺市北区東浅香山町・ひがしあさかやまちよう

　　５９１-８０３５・大阪府堺市北区東上野芝町（２丁）・ひがしうえのしはﾞちよう

　　５９１-８０４６・大阪府堺市北区東三国ケ丘町・ひがしみくにがおかちよう

　　５９１-８０４２・大阪府堺市北区大豆塚町・まめつﾞかちよう

　　５９１-８０４５・大阪府堺市北区南長尾町・みなみながおちよう

　　５９１-８０１１・大阪府堺市北区南花田町・みなみはなだちよう

　　５９１-８００６・大阪府堺市北区宮本町・みやもとちよう

　　５９１-８０３７・大阪府堺市北区百舌鳥赤畑町・もずあかはたちよう

　　５９１-８０３１・大阪府堺市北区百舌鳥梅北町・もずうめきたちよう

　　５９１-８０３２・大阪府堺市北区百舌鳥梅町・もずうめまち

　　５９１-８０３３・大阪府堺市北区百舌鳥西之町・もずにしのちよう

　　５９１-８０３６・大阪府堺市北区百舌鳥本町・もずほんまち

　　５９１-８０３４・大阪府堺市北区百舌鳥陵南町・もずりようなんちよう

　　５９１-８０１４・大阪府堺市北区八下北・やしもきた

　　５８７-００００・大阪府堺市美原区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５８７-０００３・大阪府堺市美原区阿弥・あみ

　　５８７-００６６・大阪府堺市美原区石原・いしはら

　　５８７-００６１・大阪府堺市美原区今井・いまい

　　５８７-００６３・大阪府堺市美原区大饗・おわい

　　５８７-００５１・大阪府堺市美原区北余部・きたあまべ

　　５８７-００５３・大阪府堺市美原区北余部西・ きたあまべにじ

　　５８７-０００２・大阪府堺市美原区黒山・くろやま

　　５８７-００６５・大阪府堺市美原区小寺・こでら

　　５８７-００２１・大阪府堺市美原区小平尾・こびらお

　　５８７-００３１・大阪府堺市美原区さつき野西・ さつきのにじ

　　５８７-００３２・大阪府堺市美原区さつき野東・ さつきのひがじ

　　５８７-００１３・大阪府堺市美原区真福寺・しんふﾟくじ

　　５８７-００４１・大阪府堺市美原区菅生・すごう

　　５８７-００４３・大阪府堺市美原区青南台・せいなんだい

　　５８７-００６２・大阪府堺市美原区太井・たい

　　５８７-０００１・大阪府堺市美原区大保・だいほ

　　５８７-００１２・大阪府堺市美原区多治井・たじい

　　５８７-００１１・大阪府堺市美原区丹上・たんじよう



　　５８７-００１４・大阪府堺市美原区丹南・たんなん

　　５８７-００２２・大阪府堺市美原区平尾・ひらお

　　５８７-００６４・大阪府堺市美原区菩提・ほﾞだい

　　５８７-００５２・大阪府堺市美原区南余部・みなみあまべ

　　５８７-００５４・大阪府堺市美原区南余部西・ みなみあまべにじ

　　５８７-００４２・大阪府堺市美原区木材通・もくざいどおり

　　５９６-００００・大阪府岸和田市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５９６-０８４５・大阪府岸和田市阿間河滝町・あまかだきちよう

　　５９６-０００４・大阪府岸和田市荒木町・あらきちよう

　　５９６-０８１３・大阪府岸和田市池尻町・いけじりちよう

　　５９６-０００１・大阪府岸和田市磯上町・いそのかみちよう

　　５９６-０１０３・大阪府岸和田市稲葉町・いなはﾞちよう

　　５９６-０８０４・大阪府岸和田市今木町・いまきちよう

　　５９６-００７７・大阪府岸和田市上町・うえまち

　　５９６-００７１・大阪府岸和田市魚屋町・うおやまち

　　５９６-０１０５・大阪府岸和田市内畑町・うちはたちよう

　　５９６-００２２・大阪府岸和田市戎町・えびすちよう

　　５９６-００６１・大阪府岸和田市大北町・おおきたちよう

　　５９６-０１１４・大阪府岸和田市大沢町・おおさわちよう

　　５９６-００６３・大阪府岸和田市大手町・おおてちよう

　　５９６-０８１２・大阪府岸和田市大町・おおまち

　　５９６-０８１４・大阪府岸和田市岡山町・おかやまちよう

　　５９６-０８１６・大阪府岸和田市尾生町・おぶちよう

　　５９６-０１１３・大阪府岸和田市河合町・かあいちよう

　　５９６-０８２２・大阪府岸和田市額原町・がくはらちよう

　　５９６-０８２４・大阪府岸和田市葛城町・かつらぎちよう

　　５９６-０１０１・大阪府岸和田市包近町・かねちかちよう

　　５９６-０１１１・大阪府岸和田市上白原町・かみしらはらちよう

　　５９６-００４７・大阪府岸和田市上野町東・ かみのちようひがじ

　　５９６-００４８・大阪府岸和田市上野町西・ かみのちようにじ

　　５９６-０８２７・大阪府岸和田市上松町・かみまつちよう

　　５９６-００６４・大阪府岸和田市紙屋町・かみやちよう

　　５９６-００４２・大阪府岸和田市加守町・かもりちよう

　　５９６-００７３・大阪府岸和田市岸城町・きしきちよう

　　５９６-００１６・大阪府岸和田市岸之浦町・きしのうらちよう

　　５９６-０８１７・大阪府岸和田市岸の丘町・きしのおかちよう

　　５９６-００５１・大阪府岸和田市岸野町・きしのちよう

　　５９６-０８４３・大阪府岸和田市北阪町・きたさかちよう

　　５９６-００５６・大阪府岸和田市北町・きたまち

　　５９６-０８３３・大阪府岸和田市神須屋町・こうずやちよう

　　５９６-０１１２・大阪府岸和田市神於町・こうのちよう

　　５９６-０８３２・大阪府岸和田市極楽寺町・ごくらくじちよう

　　５９６-００５５・大阪府岸和田市五軒屋町・ごけんやまち

　　５９６-０８２１・大阪府岸和田市小松里町・こまつりちよう

　　５９６-００７２・大阪府岸和田市堺町・さかいまち

　　５９６-０８２６・大阪府岸和田市作才町・ざくざいちよう

　　５９６-０８１５・大阪府岸和田市三ケ山町・さんがやまちよう

　　５９６-００１５・大阪府岸和田市地蔵浜町・じぞうはまちよう

　　５９６-０８１１・大阪府岸和田市下池田町・しもいけだちよう

　　５９６-００４１・大阪府岸和田市下野町・しものちよう

　　５９６-０８２３・大阪府岸和田市下松町・しもまつちよう

　　５９６-００１２・大阪府岸和田市新港町・しんみなとまち

　　５９６-００５７・大阪府岸和田市筋海町・すじかいちよう

　　５９６-０１１５・大阪府岸和田市相川町・そうがわちよう

　　５９６-００６６・大阪府岸和田市大工町・だいくまち

　　５９６-０８０５・大阪府岸和田市田治米町・たじめちよう

　　５９６-０１０４・大阪府岸和田市積川町・つがわちよう

　　５９６-０８３４・大阪府岸和田市天神山町・てんじんやまちよう

　　５９６-０１１６・大阪府岸和田市塔原町・とのはらちよう

　　５９６-０００３・大阪府岸和田市中井町・なかいちよう

　　５９６-００６２・大阪府岸和田市中北町・なかきたちよう

　　５９６-００６５・大阪府岸和田市中之浜町・なかのはまちよう

　　５９６-００７５・大阪府岸和田市中町・なかまち

　　５９６-０８３５・大阪府岸和田市流木町・ながれぎちよう

　　５９６-００５２・大阪府岸和田市並松町・なんまつちよう

　　５９６-０８０２・大阪府岸和田市西大路町・にしおおじちよう

　　５９６-００４４・大阪府岸和田市西之内町・にしのうちちよう

　　５９６-００５３・大阪府岸和田市沼町・ぬまちよう

　　５９６-００７６・大阪府岸和田市野田町・のだちよう

　　５９６-０８３１・大阪府岸和田市畑町・はたまち



　　５９６-００２３・大阪府岸和田市八幡町・はちまんちよう

　　５９６-０８４１・大阪府岸和田市八田町・はつたちよう

　　５９６-０８４４・大阪府岸和田市土生滝町・はぶたきちよう

　　５９６-０８２５・大阪府岸和田市土生町・はぶちよう

　　５９６-０００５・大阪府岸和田市春木旭町・はるきあさひまち

　　５９６-００３５・大阪府岸和田市春木泉町・はるきいずみちよう

　　５９６-００３１・大阪府岸和田市春木大小路町・はるきおおしようじちよう

　　５９６-００２６・大阪府岸和田市春木大国町・はるきだいこくちよう

　　５９６-００３３・大阪府岸和田市春木中町・はるきなかまち

　　５９６-００３４・大阪府岸和田市春木本町・はるきほんまち

　　５９６-００３６・大阪府岸和田市春木南浜町・はるきみなみはまちよう

　　５９６-００３７・大阪府岸和田市春木北浜町・はるききたはまちよう

　　５９６-００２４・大阪府岸和田市春木宮川町・はるきみやがわちよう

　　５９６-００２５・大阪府岸和田市春木宮本町・はるきみやもとちよう

　　５９６-００３２・大阪府岸和田市春木元町・はるきもとまち

　　５９６-０００６・大阪府岸和田市春木若松町・はるきわかまつちよう

　　５９６-０８０３・大阪府岸和田市東大路町・ひがしおおじちよう

　　５９６-０８０７・大阪府岸和田市東ケ丘町・ひがしがおかちよう

　　５９６-００４６・大阪府岸和田市藤井町・ふじいちよう

　　５９６-００４５・大阪府岸和田市別所町・べつしよちよう

　　５９６-００７４・大阪府岸和田市本町・ほんまち

　　５９６-０８４２・大阪府岸和田市真上町・まがみちよう

　　５９６-００２１・大阪府岸和田市松風町・まつかぜちよう

　　５９６-０８０６・大阪府岸和田市摩湯町・まゆちよう

　　５９６-０８０８・大阪府岸和田市三田町・みたちよう

　　５９６-０８０１・大阪府岸和田市箕土路町・みどろちよう

　　５９６-００１４・大阪府岸和田市港緑町・みなとみどりまち

　　５９６-００７８・大阪府岸和田市南上町・みなみうえまち

　　５９６-００６７・大阪府岸和田市南町・みなみまち

　　５９６-００４３・大阪府岸和田市宮前町・みやまえちよう

　　５９６-００５４・大阪府岸和田市宮本町・みやもとちよう

　　５９６-００１１・大阪府岸和田市木材町・もくざいちよう

　　５９６-０８２８・大阪府岸和田市門前町・もんぜんちよう

　　５９６-０１０２・大阪府岸和田市山直中町・やまだいなかちよう

　　５９６-００４９・大阪府岸和田市八阪町・やさかちよう

　　５９６-０８３６・大阪府岸和田市行遇町・ゆきあいちよう

　　５９６-０００２・大阪府岸和田市吉井町・よしいちよう

　　５９６-００１３・大阪府岸和田市臨海町・りんかいちよう

　　５６０-００００・大阪府豊中市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５６０-００１５・大阪府豊中市赤阪・あかさか

　　５６１-０８６５・大阪府豊中市旭丘・あさひがおか

　　５６０-００４２・大阪府豊中市石橋麻田町・いしはﾞしあさだちよう

　　５６１-０８５４・大阪府豊中市稲津町・いなつﾞちよう

　　５６１-０８４２・大阪府豊中市今在家町・いまざいけちよう

　　５６０-００１３・大阪府豊中市上野東・ うえのひがじ

　　５６０-００１１・大阪府豊中市上野西・ うえのにじ

　　５６０-００１２・大阪府豊中市上野坂・うえのさか

　　５６０-００５１・大阪府豊中市永楽荘・えいらくそう

　　５６１-０８２４・大阪府豊中市大島町・おおしまちよう

　　５６０-００２３・大阪府豊中市岡上の町・おかかみのちよう

　　５６１-０８８５・大阪府豊中市岡町・おかまち

　　５６１-０８８３・大阪府豊中市岡町南・おかまちみなみ

　　５６１-０８８４・大阪府豊中市岡町北・おかまちきた

　　５６１-０８１３・大阪府豊中市小曽根・おぞね

　　５６０-００５２・大阪府豊中市春日町・かすがちよう

　　５６１-０８９４・大阪府豊中市勝部・かつべ

　　５６０-００８５・大阪府豊中市上新田・かみしんでん

　　５６１-０８２３・大阪府豊中市神州町・かみすちよう

　　５６０-００２２・大阪府豊中市北桜塚・きたさくらつﾞか

　　５６１-０８１２・大阪府豊中市北条町・きたじようちよう

　　５６０-０００１・大阪府豊中市北緑丘・きたみどりがおか

　　５６０-００１４・大阪府豊中市熊野町・くまのちよう

　　５６０-００１６・大阪府豊中市栗ケ丘町・くりがおかちよう

　　５６１-０８４３・大阪府豊中市上津島・こうつﾞしま

　　５６０-００５４・大阪府豊中市桜の町・さくらのちよう

　　５６１-０８２８・大阪府豊中市三和町・さんわちよう

　　５６０-００５５・大阪府豊中市柴原町・しはﾞはらちよう

　　５６１-０８２６・大阪府豊中市島江町・しまえちよう

　　５６０-０００４・大阪府豊中市少路・しようじ

　　５６１-０８３３・大阪府豊中市庄内幸町・しようないさいわいまち



　　５６１-０８３４・大阪府豊中市庄内栄町・しようないさかえまち

　　５６１-０８３６・大阪府豊中市庄内宝町・しようないたからまち

　　５６１-０８３１・大阪府豊中市庄内東町・しようないひがしまち

　　５６１-０８３２・大阪府豊中市庄内西町・しようないにしまち

　　５６１-０８３５・大阪府豊中市庄本町・しようもとちよう

　　５６１-０８０３・大阪府豊中市城山町・しろやまちよう

　　５６０-００８２・大阪府豊中市新千里東町・しんせんりひがしまち

　　５６０-００８３・大阪府豊中市新千里西町・しんせんりにしまち

　　５６０-００８４・大阪府豊中市新千里南町・しんせんりみなみまち

　　５６０-００８１・大阪府豊中市新千里北町・しんせんりきたまち

　　５６０-００２４・大阪府豊中市末広町・すえひろちよう

　　５６０-００４１・大阪府豊中市清風荘・せいふうそう

　　５６１-０８２９・大阪府豊中市千成町・せんなりちよう

　　５６０-００４６・大阪府豊中市千里園・せんりえん

　　５６１-０８０２・大阪府豊中市曽根東町・そねひがしのちよう

　　５６１-０８０１・大阪府豊中市曽根西町・そねにしまち

　　５６１-０８０４・大阪府豊中市曽根南町・そねみなみまち

　　５６１-０８２７・大阪府豊中市大黒町・だいこくちよう

　　５６０-００２５・大阪府豊中市立花町・たちはﾞなちよう

　　５６０-００２６・大阪府豊中市玉井町・たまいちよう

　　５６１-０８７４・大阪府豊中市長興寺南・ちようこうじみなみ

　　５６１-０８７５・大阪府豊中市長興寺北・ちようこうじきた

　　５６１-０８７２・大阪府豊中市寺内・てらうち

　　５６１-０８４５・大阪府豊中市利倉・とくら

　　５６１-０８４６・大阪府豊中市利倉東・ とくらひがじ

　　５６１-０８４４・大阪府豊中市利倉西・ とくらにじ

　　５６０-００４５・大阪府豊中市刀根山・とねやま

　　５６０-００４４・大阪府豊中市刀根山元町・とねやまもとまち

　　５６１-０８８１・大阪府豊中市中桜塚・なかさくらつﾞか

　　５６１-０８６２・大阪府豊中市西泉丘・にしいずみがおか

　　５６０-０００５・大阪府豊中市西緑丘・にしみどりがおか

　　５６１-０８５５・大阪府豊中市野田町・のだちよう

　　５６１-０８９１・大阪府豊中市走井・はしりい

　　５６１-０８５７・大阪府豊中市服部寿町・はつとりことぶきちよう

　　５６１-０８５２・大阪府豊中市服部本町・はつとりほんまち

　　５６１-０８５８・大阪府豊中市服部西町・はつとりにしまち

　　５６１-０８５３・大阪府豊中市服部南町・はつとりみなみまち

　　５６１-０８５１・大阪府豊中市服部元町・はつとりもとまち

　　５６１-０８５９・大阪府豊中市服部豊町・はつとりゆたかまち

　　５６１-０８７３・大阪府豊中市服部緑地・はつとりりよくち

　　５６１-０８１７・大阪府豊中市浜・はま

　　５６１-０８０６・大阪府豊中市原田西町・はらだにしまち

　　５６１-０８０８・大阪府豊中市原田元町・はらだもとまち

　　５６１-０８０５・大阪府豊中市原田南・はらだみなみ

　　５６１-０８０７・大阪府豊中市原田中・はらだなか

　　５６１-０８６１・大阪府豊中市東泉丘・ひがしいずみがおか

　　５６１-０８７１・大阪府豊中市東寺内町・ひがしてらうちちよう

　　５６０-０００３・大阪府豊中市東豊中町・ひがしとよなかちよう

　　５６１-０８２１・大阪府豊中市日出町・ひのでちよう

　　５６１-０８６３・大阪府豊中市広田町・ひろたちよう

　　５６１-０８２５・大阪府豊中市二葉町・ふたはﾞちよう

　　５６１-０８９３・大阪府豊中市宝山町・ほうざんちよう

　　５６１-０８１４・大阪府豊中市豊南町東・ ほうなんちようひがじ

　　５６１-０８１６・大阪府豊中市豊南町西・ ほうなんちようにじ

　　５６１-０８１５・大阪府豊中市豊南町南・ほうなんちようみなみ

　　５６０-００３２・大阪府豊中市蛍池東町・ほたるがいけひがしまち

　　５６０-００３６・大阪府豊中市蛍池西町・ほたるがいけにしまち

　　５６０-００３４・大阪府豊中市蛍池南町・ほたるがいけみなみまち

　　５６０-００３１・大阪府豊中市蛍池北町・ほたるがいけきたまち

　　５６０-００３３・大阪府豊中市蛍池中町・ほたるがいけなかまち

　　５６１-０８５６・大阪府豊中市穂積・ほつﾞみ

　　５６０-００２１・大阪府豊中市本町・ほんまち

　　５６０-００４３・大阪府豊中市待兼山町・まちかねやまちよう

　　５６１-０８２２・大阪府豊中市三国・みくに

　　５６０-０００２・大阪府豊中市緑丘・みどりがおか

　　５６１-０８８２・大阪府豊中市南桜塚・みなみさくらつﾞか

　　５６０-００３５・大阪府豊中市箕輪・みのわ

　　５６０-００５６・大阪府豊中市宮山町・みややまちよう

　　５６０-００５３・大阪府豊中市向丘・むかいがおか

　　５６１-０８４１・大阪府豊中市名神口・めいしんぐち



　　５６１-０８９２・大阪府豊中市山ノ上町・やまのうえちよう

　　５６１-０８６４・大阪府豊中市夕日丘・ゆうひがおか

　　５６１-０８１１・大阪府豊中市若竹町・わかたけちよう

　　５６３-００００・大阪府池田市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５６３-００２２・大阪府池田市旭丘・あさひがおか

　　５６３-００５１・大阪府池田市綾羽・あやは

　　５６３-００２３・大阪府池田市井口堂・いぐちどう

　　５６３-００３２・大阪府池田市石橋・ いしはﾞじ

　　５６３-００２７・大阪府池田市上池田・うえいけだ

　　５６３-００４２・大阪府池田市宇保町・うほちよう

　　５６３-００１４・大阪府池田市木部町・きべちよう

　　５６３-００３４・大阪府池田市空港・くうこう

　　５６３-００４８・大阪府池田市呉服町・くれはちよう

　　５６３-００４３・大阪府池田市神田・こうだ

　　５６３-００５８・大阪府池田市栄本町・さかえほんまち

　　５６３-００５６・大阪府池田市栄町・さかえまち

　　５６３-００２９・大阪府池田市五月丘・さつきがおか

　　５６３-００２８・大阪府池田市渋谷・しぶたに

　　５６３-００２５・大阪府池田市城南・じようなん

　　５６３-００５２・大阪府池田市城山町・しろやまちよう

　　５６３-００５０・大阪府池田市新町・しんまち

　　５６３-００５５・大阪府池田市菅原町・すがはらちよう

　　５６３-００３３・大阪府池田市住吉・ すみよじ

　　５６３-００３８・大阪府池田市荘園・そうえん

　　５６３-００４４・大阪府池田市ダイハツ町・だいはつちよう

　　５６３-００５４・大阪府池田市大和町・だいわちよう

　　５６３-００５３・大阪府池田市建石町・たていしちよう

　　５６３-００５７・大阪府池田市槻木町・つきのきちよう

　　５６３-００３１・大阪府池田市天神・てんじん

　　５６３-００３５・大阪府池田市豊島南・とよしまみなみ

　　５６３-００３６・大阪府池田市豊島北・とよしまきた

　　５６３-００１３・大阪府池田市中川原町・なかがわらちよう

　　５６３-００５９・大阪府池田市西本町・にしほんまち

　　５６３-００２１・大阪府池田市畑・はた

　　５６３-００３７・大阪府池田市八王寺・はちおうじ

　　５６３-００２４・大阪府池田市鉢塚・はちつﾞか

　　５６３-００１２・大阪府池田市東山町・ひがしやまちよう

　　５６３-００４６・大阪府池田市姫室町・ひめむろちよう

　　５６３-００１７・大阪府池田市伏尾台・ふしおだい

　　５６３-００１１・大阪府池田市伏尾町・ふしおちよう

　　５６３-００１５・大阪府池田市古江町・ふるえちよう

　　５６３-００４１・大阪府池田市満寿美町・ますみちよう

　　５６３-００２６・大阪府池田市緑丘・みどりがおか

　　５６３-００４７・大阪府池田市室町・むろまち

　　５６３-００４５・大阪府池田市桃園・ももぞの

　　５６３-００１６・大阪府池田市吉田町・よしだちよう

　　５６４-００００・大阪府吹田市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５６５-０８０２・大阪府吹田市青葉丘南・あおはﾞおかみなみ

　　５６５-０８０１・大阪府吹田市青葉丘北・あおはﾞおかきた

　　５６５-０８７５・大阪府吹田市青山台・あおやまだい

　　５６４-００８３・大阪府吹田市朝日が丘町・あさひがおかちよう

　　５６４-００２７・大阪府吹田市朝日町・あさひまち

　　５６４-００４１・大阪府吹田市泉町・いずみちよう

　　５６４-００３２・大阪府吹田市内本町・うちほんまち

　　５６４-００６３・大阪府吹田市江坂町・えさかちよう

　　５６４-００５３・大阪府吹田市江の木町・えのきちよう

　　５６５-０８０６・大阪府吹田市樫切山・かしきりやま

　　５６５-０８５３・大阪府吹田市春日・かすが

　　５６４-００８２・大阪府吹田市片山町・かたやまちよう

　　５６４-００４５・大阪府吹田市金田町・かねでんちよう

　　５６５-０８７２・大阪府吹田市上山田・かみやまだ

　　５６５-０８４１・大阪府吹田市上山手町・かみやまてちよう

　　５６４-００３７・大阪府吹田市川岸町・かわぎしちよう

　　５６４-００１３・大阪府吹田市川園町・かわぞのちよう

　　５６４-０００２・大阪府吹田市岸部中・きしべなか

　　５６４-００１１・大阪府吹田市岸部南・きしべみなみ

　　５６４-０００１・大阪府吹田市岸部北・きしべきた

　　５６４-００１８・大阪府吹田市岸部新町・きしべしんまち

　　５６４-００３６・大阪府吹田市寿町・ことぶきちよう

　　５６５-０８３６・大阪府吹田市佐井寺・さいでら



　　５６５-０８３７・大阪府吹田市佐井寺南が丘・さいでらみなみがおか

　　５６４-００１５・大阪府吹田市幸町・さいわいちよう

　　５６５-０８５５・大阪府吹田市佐竹台・さたけだい

　　５６５-０８３１・大阪府吹田市五月が丘東・ さつきがおかひがじ

　　５６５-０８３３・大阪府吹田市五月が丘西・ さつきがおかにじ

　　５６５-０８３２・大阪府吹田市五月が丘南・さつきがおかみなみ

　　５６５-０８３４・大阪府吹田市五月が丘北・さつきがおかきた

　　５６４-００１７・大阪府吹田市芝田町・しはﾞたちよう

　　５６５-０８０５・大阪府吹田市清水・しみず

　　５６５-０８１８・大阪府吹田市尺谷・しやくたに

　　５６４-００２８・大阪府吹田市昭和町・しようわちよう

　　５６５-０８０４・大阪府吹田市新芦屋上・しんあしやかみ

　　５６５-０８０３・大阪府吹田市新芦屋下・しんあしやしも

　　５６４-００１４・大阪府吹田市吹東町・すいとうちよう

　　５６４-００２２・大阪府吹田市末広町・すえひろちよう

　　５６４-００３９・大阪府吹田市清和園町・せいわえんちよう

　　５６５-０８２６・大阪府吹田市千里万博公園・せんりはﾞんはﾟくこうえん

　　５６５-０８１１・大阪府吹田市千里丘上・せんりおかかみ

　　５６５-０８１２・大阪府吹田市千里丘中・せんりおかなか

　　５６５-０８１３・大阪府吹田市千里丘下・せんりおかしも

　　５６５-０８１４・大阪府吹田市千里丘西・ せんりおかにじ

　　５６５-０８１５・大阪府吹田市千里丘北・せんりおかきた

　　５６５-０８４４・大阪府吹田市千里山霧が丘・せんりやまきりがおか

　　５６５-０８４８・大阪府吹田市千里山高塚・せんりやまたかつか

　　５６５-０８５２・大阪府吹田市千里山竹園・せんりやまたけぞの

　　５６５-０８４７・大阪府吹田市千里山月が丘・せんりやまつきがおか

　　５６５-０８４６・大阪府吹田市千里山虹が丘・せんりやまにじがおか

　　５６５-０８４５・大阪府吹田市千里山星が丘・せんりやまほしがおか

　　５６５-０８４３・大阪府吹田市千里山松が丘・せんりやままつがおか

　　５６５-０８４２・大阪府吹田市千里山東・ せんりやまひがじ

　　５６５-０８５１・大阪府吹田市千里山西・ せんりやまにじ

　　５６４-００２４・大阪府吹田市高城町・たかしろちよう

　　５６５-０８６１・大阪府吹田市高野台・たかのだい

　　５６４-００２６・大阪府吹田市高浜町・たかはまちよう

　　５６５-０８３５・大阪府吹田市竹谷町・たけたにちよう

　　５６５-０８６３・大阪府吹田市竹見台・たけみだい

　　５６４-００６２・大阪府吹田市垂水町・たるみちよう

　　５６５-０８６２・大阪府吹田市津雲台・つくもだい

　　５６４-００７２・大阪府吹田市出口町・でぐちちよう

　　５６４-０００３・大阪府吹田市天道町・てんどうちよう

　　５６４-００５１・大阪府吹田市豊津町・とよつちよう

　　５６４-００３５・大阪府吹田市中の島町・なかのしまちよう

　　５６５-０８１６・大阪府吹田市長野東・ ながのひがじ

　　５６５-０８１７・大阪府吹田市長野西・ ながのにじ

　　５６４-００３４・大阪府吹田市西御旅町・にしおたびちよう

　　５６４-００７１・大阪府吹田市西の庄町・にしのしようちよう

　　５６４-０００４・大阪府吹田市原町・はらちよう

　　５６４-００３３・大阪府吹田市東御旅町・ひがしおたびちよう

　　５６４-００２３・大阪府吹田市日の出町・ひのでちよう

　　５６４-００１６・大阪府吹田市平松町・ひらまつちよう

　　５６４-００５２・大阪府吹田市広芝町・ひろしはﾞちよう

　　５６４-００８１・大阪府吹田市藤が丘町・ふじがおかちよう

　　５６５-０８７３・大阪府吹田市藤白台・ふじしろだい

　　５６５-０８７４・大阪府吹田市古江台・ふるえだい

　　５６４-００４２・大阪府吹田市穂波町・ほなみちよう

　　５６４-００６１・大阪府吹田市円山町・まるやまちよう

　　５６４-００４４・大阪府吹田市南金田・みなみかねでん

　　５６４-００１２・大阪府吹田市南正雀・みなみしようじやく

　　５６４-００４３・大阪府吹田市南吹田・みなみすいた

　　５６４-００３８・大阪府吹田市南清和園町・みなみせいわえんちよう

　　５６４-００２５・大阪府吹田市南高浜町・みなみたかはまちよう

　　５６４-００２１・大阪府吹田市目俵町・めだわらちよう

　　５６４-００３１・大阪府吹田市元町・もとまち

　　５６５-０８５４・大阪府吹田市桃山台・ももやまだい

　　５６５-０８２２・大阪府吹田市山田市場・やまだいちはﾞ

　　５６５-０８２１・大阪府吹田市山田東・ やまだひがじ

　　５６５-０８２４・大阪府吹田市山田西・ やまだにじ

　　５６５-０８２３・大阪府吹田市山田南・やまだみなみ

　　５６５-０８２５・大阪府吹田市山田北・やまだきた

　　５６５-０８７１・大阪府吹田市山田丘・やまだおか



　　５６４-００７３・大阪府吹田市山手町・やまてちよう

　　５６４-００５４・大阪府吹田市芳野町・よしのちよう

　　５９５-００００・大阪府泉大津市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５９５-００５３・大阪府泉大津市青葉町・あおはﾞちよう

　　５９５-００２５・大阪府泉大津市旭町・あさひちよう

　　５９５-００３２・大阪府泉大津市穴田・あなだ

　　５９５-００３１・大阪府泉大津市我孫子・あびこ

　　５９５-０００１・大阪府泉大津市綾井・あやい

　　５９５-００２２・大阪府泉大津市池浦・いけうら

　　５９５-００２４・大阪府泉大津市池浦町・いけうらちよう

　　５９５-００１７・大阪府泉大津市池園町・いけぞのちよう

　　５９５-００３３・大阪府泉大津市板原・いたはら

　　５９５-００３３・大阪府泉大津市板原町・いたはらちよう

　　５９５-００４６・大阪府泉大津市上之町・うえのちよう

　　５９５-００３４・大阪府泉大津市宇多・うだ

　　５９５-００４１・大阪府泉大津市戎町・えびすちよう

　　５９５-０００３・大阪府泉大津市尾井千原町・おいちはらちよう

　　５９５-００７４・大阪府泉大津市小津島町・おつﾞしまちよう

　　５９５-００６１・大阪府泉大津市春日町・かすがちよう

　　５９５-００２８・大阪府泉大津市要池住宅・かなめいけじゆうたく

　　５９５-００４４・大阪府泉大津市河原町・かわはらちよう

　　５９５-００１２・大阪府泉大津市北豊中町・きたとよなかちよう

　　５９５-００３８・大阪府泉大津市楠町西・ くすのきちようにじ

　　５９５-００３９・大阪府泉大津市楠町東・ くすのきちようひがじ

　　５９５-００２７・大阪府泉大津市下条町・げじようちよう

　　５９５-００１４・大阪府泉大津市寿町・ことぶきちよう

　　５９５-００６７・大阪府泉大津市小松町・こまつちよう

　　５９５-００５４・大阪府泉大津市汐見町・しおみちよう

　　５９５-００３５・大阪府泉大津市式内町・しきないちよう

　　５９５-００４５・大阪府泉大津市下之町・したのちよう

　　５９５-００２６・大阪府泉大津市東雲町・しののめちよう

　　５９５-００４３・大阪府泉大津市清水町・しみずちよう

　　５９５-００１６・大阪府泉大津市条南町・じようなんちよう

　　５９５-００３６・大阪府泉大津市昭和町・しようわちよう

　　５９５-００７３・大阪府泉大津市新港町・しんみなとちよう

　　５９５-００６４・大阪府泉大津市神明町・しんめいちよう

　　５９５-０００２・大阪府泉大津市末広町・すえひろちよう

　　５９５-００６６・大阪府泉大津市菅原町・すがはらちよう

　　５９５-００７１・大阪府泉大津市助松町・すけまつちよう

　　５９５-０００７・大阪府泉大津市助松団地・すけまつだんち

　　５９５-００１１・大阪府泉大津市曽根町・そねちよう

　　５９５-００４２・大阪府泉大津市高津町・たかつちよう

　　５９５-００６２・大阪府泉大津市田中町・たなかちよう

　　５９５-０００４・大阪府泉大津市千原町・ちはらちよう

　　５９５-００２３・大阪府泉大津市豊中町・とよなかちよう

　　５９５-００５５・大阪府泉大津市なぎさ町・なぎさちよう

　　５９５-００５２・大阪府泉大津市西港町・にしみなとちよう

　　５９５-０００６・大阪府泉大津市東助松町・ひがしすけまつちよう

　　５９５-００２１・大阪府泉大津市東豊中町・ひがしとよなかちよう

　　５９５-００５１・大阪府泉大津市東港町・ひがしみなとちよう

　　５９５-００１５・大阪府泉大津市二田町・ふつたちよう

　　５９５-００６３・大阪府泉大津市本町・ほんまち

　　５９５-００７２・大阪府泉大津市松之浜町・まつのはまちよう

　　５９５-００１１・大阪府泉大津市南曾根・みなみそね

　　５９５-００１３・大阪府泉大津市宮町・みやちよう

　　５９５-００３７・大阪府泉大津市虫取・むしとり

　　５９５-００３７・大阪府泉大津市虫取町・むしとりちよう

　　５９５-０００５・大阪府泉大津市森町・もりちよう

　　５９５-００５６・大阪府泉大津市夕凪町・ゆうなぎちよう

　　５９５-００７５・大阪府泉大津市臨海町・りんかいちよう

　　５９５-００６５・大阪府泉大津市若宮町・わかみやちよう

　　５６９-００００・大阪府高槻市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５６９-１１４６・大阪府高槻市赤大路町・あかおおじちよう

　　５６９-１１２３・大阪府高槻市芥川町・あくたがわちよう

　　５６９-０８０６・大阪府高槻市明田町・あけたちよう

　　５６９-００８２・大阪府高槻市明野町・あけのちよう

　　５６９-１１３４・大阪府高槻市朝日町・あさひまち

　　５６９-１０４５・大阪府高槻市阿武野・あぶの

　　５６９-１１０２・大阪府高槻市安満磐手町・あまいわてちよう

　　５６９-１１０１・大阪府高槻市安満御所の町・あまごしよのちよう



　　５６９-１１０６・大阪府高槻市安満新町・あましんまち

　　５６９-１１０５・大阪府高槻市安満中の町・あまなかのちよう

　　５６９-１１０４・大阪府高槻市安満東の町・あまひがしのちよう

　　５６９-１１０７・大阪府高槻市安満西の町・あまにしのちよう

　　５６９-１１０８・大阪府高槻市安満北の町・あまきたのちよう

　　５６９-００２７・大阪府高槻市天川新町・あまがわしんまち

　　５６９-００２６・大阪府高槻市天川町・あまがわちよう

　　５６９-１０２９・大阪府高槻市安岡寺町・あんこうじちよう

　　５６９-００１５・大阪府高槻市井尻・いじり

　　５６９-１００３・大阪府高槻市出灰・いずりは

　　５６９-１１３５・大阪府高槻市今城町・いましろちよう

　　５６９-１１１１・大阪府高槻市美しが丘・うつくしがおか

　　５６９-１０２７・大阪府高槻市浦堂・うらどう

　　５６９-１０２８・大阪府高槻市浦堂本町・うらどうほんまち

　　５６９-００８３・大阪府高槻市永楽町・えいらくちよう

　　５６９-００３１・大阪府高槻市大冠町・おおかんむりちよう

　　５６９-００３４・大阪府高槻市大塚町・おおつかちよう

　　５６９-００７８・大阪府高槻市大手町・おおてちよう

　　５６９-１１４４・大阪府高槻市大畑町・おおはたちよう

　　５６９-１１３７・大阪府高槻市岡本町・おかもとちよう

　　５６９-１１１８・大阪府高槻市奥天神町・おくてんじんちよう

　　５６９-００９１・大阪府高槻市梶原・かじはら

　　５６９-００９２・大阪府高槻市梶原中村町・かじはらなかむらちよう

　　５６９-００５３・大阪府高槻市春日町・かすがちよう

　　５６９-０８０５・大阪府高槻市上田辺町・かみたなべちよう

　　５６９-１０４４・大阪府高槻市上土室・かみはむろ

　　５６９-００７３・大阪府高槻市上本町・かみほんまち

　　５６９-０８３４・大阪府高槻市唐崎・からさき

　　５６９-０８３２・大阪府高槻市唐崎中・からさきなか

　　５６９-０８３６・大阪府高槻市唐崎西・ からさきにじ

　　５６９-０８３３・大阪府高槻市唐崎南・からさきみなみ

　　５６９-０８３１・大阪府高槻市唐崎北・からさききた

　　５６９-１０１８・大阪府高槻市花林苑・かりんえん

　　５６９-１０１１・大阪府高槻市川久保・かわくほﾞ

　　５６９-０８２４・大阪府高槻市川添・かわぞえ

　　５６９-１１３３・大阪府高槻市川西町・かわにしちよう

　　５６９-０００４・大阪府高槻市上牧南駅前町・かんまきみなみえきまえちよう

　　５６９-０００５・大阪府高槻市上牧北駅前町・かんまききたえきまえちよう

　　５６９-０００６・大阪府高槻市上牧山手町・かんまきやまてちよう

　　５６９-０００３・大阪府高槻市上牧町・かんまきちよう

　　５６９-００４１・大阪府高槻市北大樋町・きたおおひちよう

　　５６９-０８１６・大阪府高槻市北昭和台町・きたしようわだいちよう

　　５６９-０８０２・大阪府高槻市北園町・きたそのまち

　　５６９-０８５２・大阪府高槻市北柳川町・きたやながわちよう

　　５６９-００７２・大阪府高槻市京口町・きようぐちまち

　　５６９-１１３６・大阪府高槻市郡家新町・ぐんげしんまち

　　５６９-１１３１・大阪府高槻市郡家本町・ぐんげほんまち

　　５６９-００６１・大阪府高槻市高西町・こうさいちよう

　　５６９-０００７・大阪府高槻市神内・こうない

　　５６９-１０３８・大阪府高槻市黄金の里・こがねのさと

　　５６９-１１１５・大阪府高槻市古曽部町・こそべちよう

　　５６９-０８２６・大阪府高槻市寿町・ことぶきちよう

　　５６９-００１６・大阪府高槻市五領町・ごりようちよう

　　５６９-０８０４・大阪府高槻市紺屋町・こんやまち

　　５６９-０８４２・大阪府高槻市西面中・さいめなか

　　５６９-０８４７・大阪府高槻市西面南・さいめみなみ

　　５６９-０８４１・大阪府高槻市西面北・さいめきた

　　５６９-１１４３・大阪府高槻市幸町・さいわいちよう

　　５６９-０８２５・大阪府高槻市栄町・さかえまち

　　５６９-０８１８・大阪府高槻市桜ケ丘南町・さくらがおかみなみまち

　　５６９-０８１７・大阪府高槻市桜ケ丘北町・さくらがおかきたまち

　　５６９-０８０７・大阪府高槻市桜町・さくらまち

　　５６９-００８４・大阪府高槻市沢良木町・さわらぎちよう

　　５６９-０８４３・大阪府高槻市三箇牧・さんがまき

　　５６９-１０２５・大阪府高槻市芝谷町・しはﾞたにちよう

　　５６９-０８２３・大阪府高槻市芝生町・しほﾞちよう

　　５６９-１０３９・大阪府高槻市清水台・しみずだい

　　５６９-００６２・大阪府高槻市下田部町・しもたなべちよう

　　５６９-００６４・大阪府高槻市庄所町・しようどころちよう

　　５６９-０８１５・大阪府高槻市昭和台町・しようわだいちよう



　　５６９-００５２・大阪府高槻市城東町・じようとうちよう

　　５６９-００６５・大阪府高槻市城西町・じようさいちよう

　　５６９-００５６・大阪府高槻市城南町・じようなんちよう

　　５６９-００７１・大阪府高槻市城北町・じようほくちよう

　　５６９-００７５・大阪府高槻市城内町・じようないちよう

　　５６９-００２２・大阪府高槻市須賀町・すがちよう

　　５６９-１００５・大阪府高槻市杉生・すぎお

　　５６９-００３６・大阪府高槻市辻子・ ずじ

　　５６９-１１３２・大阪府高槻市清福寺町・せいふくじちよう

　　５６９-００９７・大阪府高槻市高垣町・たかがきちよう

　　５６９-０８０３・大阪府高槻市高槻町・たかつきまち

　　５６９-１０２０・大阪府高槻市高見台・たかみだい

　　５６９-００４３・大阪府高槻市竹の内町・たけのうちちよう

　　５６９-０８０１・大阪府高槻市大学町・だいがくまち

　　５６９-１０３４・大阪府高槻市大蔵司・だいぞうじ

　　５６９-１０４７・大阪府高槻市大和・だいわ

　　５６９-１００２・大阪府高槻市田能・たのう

　　５６９-０８５７・大阪府高槻市玉川・たまがわ

　　５６９-０８５６・大阪府高槻市玉川新町・たまがわしんまち

　　５６９-００８７・大阪府高槻市千代田町・ちよだちよう

　　５６９-１０４６・大阪府高槻市塚原・つかはら

　　５６９-１０３６・大阪府高槻市塚脇・つかわき

　　５６９-１１２２・大阪府高槻市月見町・つきみちよう

　　５６９-００４７・大阪府高槻市堤町・つつみちよう

　　５６９-０８２１・大阪府高槻市津之江北町・つのえきたまち

　　５６９-０８２２・大阪府高槻市津之江町・つのえちよう

　　５６９-００７６・大阪府高槻市出丸町・でまるちよう

　　５６９-１０２４・大阪府高槻市寺谷町・てらたにちよう

　　５６９-１１１７・大阪府高槻市天神町・てんじんまち

　　５６９-００８８・大阪府高槻市天王町・てんのうちよう

　　５６９-００１１・大阪府高槻市道鵜町・どううちよう

　　５６９-００６７・大阪府高槻市桃園町・とうえんちよう

　　５６９-００３２・大阪府高槻市東和町・

　　５６９-１１２６・大阪府高槻市殿町・とのまち

　　５６９-００５７・大阪府高槻市土橋町・どはﾞしちよう

　　５６９-０８１２・大阪府高槻市登美の里町・とみのさとちよう

　　５６９-１１４５・大阪府高槻市富田丘町・とんだおかまち

　　５６９-０８１４・大阪府高槻市富田町・とんだちよう

　　５６９-００６６・大阪府高槻市中川町・なかがわちよう

　　５６９-１００１・大阪府高槻市中畑・なかはた

　　５６９-１０４１・大阪府高槻市奈佐原・なさはら

　　５６９-１０４３・大阪府高槻市奈佐原元町・なさはらもとまち

　　５６９-１０１２・大阪府高槻市成合・なりあい

　　５６９-１０１４・大阪府高槻市成合東の町・なりあいひがしのちよう

　　５６９-１０１６・大阪府高槻市成合西の町・なりあいにしのちよう

　　５６９-１０１３・大阪府高槻市成合南の町・なりあいみなみのちよう

　　５６９-１０１７・大阪府高槻市成合北の町・なりあいきたのちよう

　　５６９-１０１５・大阪府高槻市成合中の町・なりあいなかのちよう

　　５６９-１０４２・大阪府高槻市南平台・なんへﾟいだい

　　５６９-００４５・大阪府高槻市西大樋町・にしおおひちよう

　　５６９-００５５・大阪府高槻市西冠・にしかんむり

　　５６９-１０３５・大阪府高槻市西之川原・にしのかわら

　　５６９-１１２７・大阪府高槻市西真上・にしまかみ

　　５６９-０８５４・大阪府高槻市西町・にしまち

　　５６９-０８１３・大阪府高槻市西五百住町・にしよすみちよう

　　５６９-０８２７・大阪府高槻市如是町・によぜちよう

　　５６９-１００４・大阪府高槻市二料・にりよう

　　５６９-００１３・大阪府高槻市野田・のだ

　　５６９-００１４・大阪府高槻市野田東・ のだひがじ

　　５６９-００４６・大阪府高槻市登町・のほﾞりまち

　　５６９-００７７・大阪府高槻市野見町・のみちよう

　　５６９-１０５４・大阪府高槻市萩谷・はぎたに

　　５６９-１０５３・大阪府高槻市萩谷月見台・はぎたにつきみだい

　　５６９-００９３・大阪府高槻市萩之庄・はぎのしよう

　　５６９-１１１６・大阪府高槻市白梅町・はくはﾞいちよう

　　５６９-０８４４・大阪府高槻市柱本・はしらもと

　　５６９-０８４６・大阪府高槻市柱本新町・はしらもとしんまち

　　５６９-０８４５・大阪府高槻市柱本南町・はしらもとみなみまち

　　５６９-００９６・大阪府高槻市八丁畷町・はつちようなわてちよう

　　５６９-００９５・大阪府高槻市八丁西町・はつちようにしまち



　　５６９-１１４７・大阪府高槻市土室町・はむろちよう

　　５６９-１０５１・大阪府高槻市原・はら

　　５６９-００４４・大阪府高槻市番田・はﾞんだ

　　５６９-００１２・大阪府高槻市東天川・ひがしあまがわ

　　５６９-０００２・大阪府高槻市東上牧・ひがしかんまき

　　５６９-１０３７・大阪府高槻市東城山町・ひがししろやまちよう

　　５６９-０８１１・大阪府高槻市東五百住町・ひがしよすみちよう

　　５６９-１１４１・大阪府高槻市氷室町・ひむろちよう

　　５６９-００２４・大阪府高槻市日向町・ひゆうがちよう

　　５６９-１０２２・大阪府高槻市日吉台・ひよしだい

　　５６９-００３５・大阪府高槻市深沢町・ふかざわちよう

　　５６９-００３３・大阪府高槻市深沢本町・ふかざわほんまち

　　５６９-００２５・大阪府高槻市藤の里町・ふじのさとちよう

　　５６９-１１１４・大阪府高槻市別所新町・べつしよしんまち

　　５６９-１１１３・大阪府高槻市別所中の町・べつしよなかのちよう

　　５６９-１１１２・大阪府高槻市別所本町・べつしよほんまち

　　５６９-１１０９・大阪府高槻市紅茸町・べにたけちよう

　　５６９-００７４・大阪府高槻市本町・ほんまち

　　５６９-００２１・大阪府高槻市前島・まえしま

　　５６９-１１２１・大阪府高槻市真上町・まかみちよう

　　５６９-０８５５・大阪府高槻市牧田町・まきたちよう

　　５６９-００２３・大阪府高槻市松川町・まつかわちよう

　　５６９-１０３１・大阪府高槻市松が丘・まつがおか

　　５６９-００８６・大阪府高槻市松原町・まつはﾞらちよう

　　５６９-０８３５・大阪府高槻市三島江・みしまえ

　　５６９-１０２６・大阪府高槻市緑が丘・みどりがおか

　　５６９-００９４・大阪府高槻市緑町・みどりちよう

　　５６９-１１２４・大阪府高槻市南芥川町・みなみあくたがわちよう

　　５６９-００４２・大阪府高槻市南大樋町・みなみおおひちよう

　　５６９-００６３・大阪府高槻市南庄所町・みなみしようどころちよう

　　５６９-０８５１・大阪府高槻市南総持寺町・みなみそうじじちよう

　　５６９-００８５・大阪府高槻市南松原町・みなみまつはﾞらちよう

　　５６９-１０２３・大阪府高槻市宮が谷町・みやがだにちよう

　　５６９-１１４２・大阪府高槻市宮田町・みやだちよう

　　５６９-１０３２・大阪府高槻市宮之川原・みやのかわら

　　５６９-１０３３・大阪府高槻市宮之川原元町・みやのかわらもとまち

　　５６９-００８１・大阪府高槻市宮野町・みやのちよう

　　５６９-１１２５・大阪府高槻市紫町・むらさきちよう

　　５６９-１１２８・大阪府高槻市名神町・めいしんちよう

　　５６９-０８５３・大阪府高槻市柳川町・やながわちよう

　　５６９-００５１・大阪府高槻市八幡町・やはたまち

　　５６９-１１０３・大阪府高槻市山手町・やまてちよう

　　５６９-１０２１・大阪府高槻市弥生が丘町・やよいがおかちよう

　　５６９-０００１・大阪府高槻市淀の原町・よどのはらちよう

　　５６９-１０５２・大阪府高槻市霊仙寺町・りようぜんじちよう

　　５６９-００５４・大阪府高槻市若松町・わかまつちよう

　　５９７-００００・大阪府貝塚市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５９７-００８１・大阪府貝塚市麻生中・あそなか

　　５９７-００８２・大阪府貝塚市石才・いしざい

　　５９７-００８３・大阪府貝塚市海塚・うみつﾞか

　　５９７-００６１・大阪府貝塚市浦田・うらだ

　　５９７-００５１・大阪府貝塚市王子・おうじ

　　５９７-０１１２・大阪府貝塚市大川・おおかわ

　　５９７-００７４・大阪府貝塚市加治・かじ

　　５９７-００７１・大阪府貝塚市加神・かしん

　　５９７-００１１・大阪府貝塚市北町・きたちよう

　　５９７-０１１３・大阪府貝塚市秬谷・きびたに

　　５９７-００３１・大阪府貝塚市久保・くほﾞ

　　５９７-００５２・大阪府貝塚市窪田・くほﾞた

　　５９７-００７５・大阪府貝塚市神前・こうざき

　　５９７-０００１・大阪府貝塚市近木町・こぎちよう

　　５９７-００２１・大阪府貝塚市小瀬・こせ

　　５９７-０１０２・大阪府貝塚市木積・こつみ

　　５９７-００６２・大阪府貝塚市澤・さわ

　　５９７-０１０７・大阪府貝塚市地蔵堂（６１１）・じぞうどう

　　５９７-０１０７・大阪府貝塚市地蔵堂（６９５）・じぞうどう

　　５９７-０１０７・大阪府貝塚市地蔵堂（７３２）・じぞうどう

　　５９７-０１０７・大阪府貝塚市地蔵堂（６７５）・じぞうどう

　　５９７-００５３・大阪府貝塚市地蔵堂（その他）・じぞうどう(そのた)

　　５９７-０００２・大阪府貝塚市新町・しんまち



　　５９７-００４１・大阪府貝塚市清児・せちご

　　５９７-０１１１・大阪府貝塚市蕎原・そぶら

　　５９７-００１２・大阪府貝塚市津田・つだ

　　５９７-００１４・大阪府貝塚市津田南町・つだみなみちよう

　　５９７-００１３・大阪府貝塚市津田北町・つだきたちよう

　　５９７-００５４・大阪府貝塚市堤・つつみ

　　５９７-００８４・大阪府貝塚市鳥羽・とはﾞ

　　５９７-０００３・大阪府貝塚市中町・なかちよう

　　５９７-００３２・大阪府貝塚市永吉・ ながよじ

　　５９７-００４２・大阪府貝塚市名越・なごせ

　　５９７-００２２・大阪府貝塚市新井・にい

　　５９７-００９１・大阪府貝塚市二色・にしき

　　５９７-００９３・大阪府貝塚市二色中町・にしきなかまち

　　５９７-００６３・大阪府貝塚市二色港町・にしきみなとまち

　　５９７-００９４・大阪府貝塚市二色南町・にしきみなみまち

　　５９７-００９２・大阪府貝塚市二色北町・にしききたまち

　　５９７-０００４・大阪府貝塚市西町・にしちよう

　　５９７-００４３・大阪府貝塚市橋本・はしもと

　　５９７-０１０６・大阪府貝塚市畠中（６３２－１）・はたけなか

　　５９７-０１０６・大阪府貝塚市畠中（６３３）・はたけなか

　　５９７-０１０６・大阪府貝塚市畠中（６４２－３）・はたけなか

　　５９７-００７２・大阪府貝塚市畠中（その他）・はたけなか(そのた)

　　５９７-０１０３・大阪府貝塚市馬場・はﾞはﾞ

　　５９７-００３３・大阪府貝塚市半田・はんだ

　　５９７-００８５・大阪府貝塚市東・ ひがじ

　　５９７-００４６・大阪府貝塚市東山・ひがしやま

　　５９７-００２３・大阪府貝塚市福田・ふくだ

　　５９７-００１５・大阪府貝塚市堀・ほり

　　５９７-０１０１・大阪府貝塚市三ケ山・みけやま

　　５９７-０１０４・大阪府貝塚市水間・みずま

　　５９７-００４５・大阪府貝塚市三ツ松（５９６)・みつまつ

　　５９７-００４５・大阪府貝塚市三ツ松（８９４－１)・みつまつ

　　５９７-００４５・大阪府貝塚市三ツ松（９１５－４)・みつまつ

　　５９７-００４５・大阪府貝塚市三ツ松（９２５)・みつまつ

　　５９７-００４５・大阪府貝塚市三ツ松（９２７－２)・みつまつ

　　５９７-００４５・大阪府貝塚市三ツ松（９３２－４)・みつまつ

　　５９７-００４５・大阪府貝塚市三ツ松（９３４～９６８)・みつまつ

　　５９７-００４５・大阪府貝塚市三ツ松（１０１３－１)・みつまつ

　　５９７-００４５・大阪府貝塚市三ツ松（１４６４)・みつまつ

　　５９０-０４６１・大阪府貝塚市三ツ松（２５７６)・みつまつ

　　５９７-０１０５・大阪府貝塚市三ツ松（その他）・みつまつ(そのた)

　　５９７-００９５・大阪府貝塚市港・みなと

　　５９７-０００５・大阪府貝塚市南町・みなみちよう

　　５９７-００４４・大阪府貝塚市森・もり

　　５９７-００７３・大阪府貝塚市脇浜・わきはま

　　５７０-００００・大阪府守口市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５７０-００２２・大阪府守口市暁町・あかつきちよう

　　５７０-００７１・大阪府守口市祝町・いわいまち

　　５７０-００６６・大阪府守口市梅園町・うめぞのちよう

　　５７０-００８７・大阪府守口市梅町・うめまち

　　５７０-００３６・大阪府守口市大枝東町・おおえだひがしまち

　　５７０-００５４・大阪府守口市大枝西町・おおえだにしまち

　　５７０-００５１・大阪府守口市大枝南町・おおえだみなみまち

　　５７０-００３７・大阪府守口市大枝北町・おおえだきたまち

　　５７０-００１２・大阪府守口市大久保町・おおくほﾞちよう

　　５７０-０００９・大阪府守口市大庭町・おおはﾞちよう

　　５７０-００３３・大阪府守口市大宮通・おおみやどおり

　　５７０-００１５・大阪府守口市梶町・かじまち

　　５７０-００５５・大阪府守口市春日町・かすがちよう

　　５７０-００７９・大阪府守口市金下町・かねしたちよう

　　５７０-００２４・大阪府守口市神木町・かみきちよう

　　５７０-００３８・大阪府守口市河原町・かわはらちよう

　　５７０-００３２・大阪府守口市菊水通・きくすいどおり

　　５７０-００１１・大阪府守口市金田町・きんだちよう

　　５７０-００９４・大阪府守口市京阪北本通・けいはんきたほんどおり

　　５７０-００８３・大阪府守口市京阪本通・けいはんほんどおり

　　５７０-００７７・大阪府守口市寿町・ことぶきちよう

　　５７０-００６１・大阪府守口市小春町・こはるちよう

　　５７０-００３４・大阪府守口市西郷通・さいごうどおり

　　５７０-００２７・大阪府守口市桜町・さくらまち



　　５７０-０００２・大阪府守口市佐太中町・さたなかまち

　　５７０-００１７・大阪府守口市佐太東町・さたひがしまち

　　５７０-０００１・大阪府守口市佐太西町・さたにしまち

　　５７０-００７２・大阪府守口市早苗町・さなえちよう

　　５７０-００５６・大阪府守口市寺内町・じないちよう

　　５７０-０００７・大阪府守口市下島町・しもじまちよう

　　５７０-００２６・大阪府守口市松月町・しようげつちよう

　　５７０-００９８・大阪府守口市新橋寺町・しんはしでらちよう

　　５７０-００９６・大阪府守口市外島町・そとじまちよう

　　５７０-０００３・大阪府守口市大日町・だいにちちよう

　　５７０-００１６・大阪府守口市大日東町・だいにちひがしまち

　　５７０-００６３・大阪府守口市大門町・だいもんちよう

　　５７０-００４３・大阪府守口市高瀬旧大枝・たかせきゆうおおえだ

　　５７０-００４３・大阪府守口市高瀬旧世木・たかせきゆうせぎ

　　５７０-００４３・大阪府守口市高瀬旧馬場・たかせきゆうはﾞはﾞ

　　５７０-００５３・大阪府守口市高瀬町・たかせちよう

　　５７０-００７６・大阪府守口市滝井西町・たきいにしまち

　　５７０-００６５・大阪府守口市滝井元町・たきいもとまち

　　５７０-００８６・大阪府守口市竹町・たけまち

　　５７０-００２５・大阪府守口市竜田通・たつたどおり

　　５７０-００４２・大阪府守口市寺方錦通・てらかたにしきどおり

　　５７０-００４８・大阪府守口市寺方本通・てらかたほんどおり

　　５７０-００４７・大阪府守口市寺方元町・てらかたもとまち

　　５７０-００７３・大阪府守口市土居町・どいちよう

　　５７０-００３５・大阪府守口市東光町・とうこうちよう

　　５７０-００４１・大阪府守口市東郷通・とうごうどおり

　　５７０-００１４・大阪府守口市藤田町・とうだちよう

　　５７０-００８２・大阪府守口市豊秀町・とよひでちよう

　　５７０-００６４・大阪府守口市長池町・ながいけちよう

　　５７０-００９２・大阪府守口市日光町・につこうちよう

　　５７０-００３１・大阪府守口市橋波東之町・はしはﾞひがしのちよう

　　５７０-００３９・大阪府守口市橋波西之町・はしはﾞにしのちよう

　　５７０-００９３・大阪府守口市浜町・はままち

　　５７０-００６２・大阪府守口市馬場町・はﾞはﾞちよう

　　５７０-００１３・大阪府守口市東町・ひがしまち

　　５７０-００２３・大阪府守口市日向町・ひゆうがちよう

　　５７０-００８１・大阪府守口市日吉町・ひよしちよう

　　５７０-００７８・大阪府守口市平代町・ひらだいちよう

　　５７０-００７４・大阪府守口市文園町・ふみぞのちよう

　　５７０-００７５・大阪府守口市紅屋町・べにやちよう

　　５７０-００９１・大阪府守口市北斗町・ほくとちよう

　　５７０-００２８・大阪府守口市本町・ほんまち

　　５７０-００５２・大阪府守口市松下町・まつしたちよう

　　５７０-００８５・大阪府守口市松町・まつまち

　　５７０-００８４・大阪府守口市緑町・みどりまち

　　５７０-００４５・大阪府守口市南寺方中通・みなみてらかたなかどおり

　　５７０-００４３・大阪府守口市南寺方東通・みなみてらかたひがしどおり

　　５７０-００４４・大阪府守口市南寺方南通・みなみてらかたみなみどおり

　　５７０-００４６・大阪府守口市南寺方北通・みなみてらかたきたどおり

　　５７０-００９７・大阪府守口市桃町・ももまち

　　５７０-０００５・大阪府守口市八雲中町・やぐもなかまち

　　５７０-００２１・大阪府守口市八雲東町・やぐもひがしまち

　　５７０-０００６・大阪府守口市八雲西町・やぐもにしまち

　　５７０-０００８・大阪府守口市八雲北町・やぐもきたまち

　　５７０-００９５・大阪府守口市八島町・やしまちよう

　　５７０-０００４・大阪府守口市淀江町・よどえちよう

　　５７０-００２９・大阪府守口市来迎町・らいこうちよう

　　５７３-００００・大阪府枚方市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５７３-００２６・大阪府枚方市朝日丘町・あさひがおかちよう

　　５７３-１１８５・大阪府枚方市天之川町・あまのがわちよう

　　５７３-００５８・大阪府枚方市伊加賀東町・いかがひがしまち

　　５７３-００６６・大阪府枚方市伊加賀西町・いかがにしまち

　　５７３-００５３・大阪府枚方市伊加賀南町・いかがみなみまち

　　５７３-００３６・大阪府枚方市伊加賀北町・いかがきたまち

　　５７３-００６１・大阪府枚方市伊加賀寿町・いかがことぶきちよう

　　５７３-００６２・大阪府枚方市伊加賀栄町・いかがさかえまち

　　５７３-００５５・大阪府枚方市伊加賀本町・いかがほんまち

　　５７３-００６７・大阪府枚方市伊加賀緑町・いかがみどりまち

　　５７３-０００５・大阪府枚方市池之宮・いけのみや

　　５７３-１１８４・大阪府枚方市磯島茶屋町・いそしまちややまち



　　５７３-１１８６・大阪府枚方市磯島南町・いそしまみなみまち

　　５７３-１１８８・大阪府枚方市磯島北町・いそしまきたまち

　　５７３-１１８７・大阪府枚方市磯島元町・いそしまもとまち

　　５７３-００１７・大阪府枚方市印田町・いんだちよう

　　５７３-１１７５・大阪府枚方市上野・うえの

　　５７３-１１４３・大阪府枚方市宇山町・うやまちよう

　　５７３-１１３６・大阪府枚方市宇山東町・うやまひがしまち

　　５７３-００２７・大阪府枚方市大垣内町・おおがいとちよう

　　５７３-０１４２・大阪府枚方市大峰東町・おおみねひがしまち

　　５７３-０１４５・大阪府枚方市大峰南町・おおみねみなみまち

　　５７３-０１４１・大阪府枚方市大峰北町・おおみねきたまち

　　５７３-０１４６・大阪府枚方市大峰元町・おおみねもとまち

　　５７３-００３２・大阪府枚方市岡東町・おかひがしちよう

　　５７３-００３１・大阪府枚方市岡本町・おかほんまち

　　５７３-００３３・大阪府枚方市岡南町・おかみなみちよう

　　５７３-００３４・大阪府枚方市岡山手町・おかやまてちよう

　　５７３-１１７３・大阪府枚方市小倉町・おぐらちよう

　　５７３-１１７４・大阪府枚方市小倉東町・おぐらひがしまち

　　５７３-１１６３・大阪府枚方市甲斐田新町・かいだしんまち

　　５７３-１１６８・大阪府枚方市甲斐田東町・かいだひがしまち

　　５７３-１１６７・大阪府枚方市甲斐田町・かいだちよう

　　５７３-０１３４・大阪府枚方市春日東町・かすがひがしまち

　　５７３-０１３６・大阪府枚方市春日西町・かすがにしまち

　　５７３-０１３７・大阪府枚方市春日北町・かすがきたまち

　　５７３-０１３５・大阪府枚方市春日元町・かすがもとまち

　　５７３-０１３１・大阪府枚方市春日野・かすがの

　　５７３-１１５６・大阪府枚方市片鉾東町・かたほこひがしまち

　　５７３-１１５７・大阪府枚方市片鉾本町・かたほこほんまち

　　５７３-１１２７・大阪府枚方市上島町・かみじまちよう

　　５７３-１１２６・大阪府枚方市上島東町・かみじまひがしまち

　　５７３-００２８・大阪府枚方市川原町・かわはらちよう

　　５７３-００９１・大阪府枚方市菊丘町・きくがおかちよう

　　５７３-００９２・大阪府枚方市菊丘南町・きくがおかみなみまち

　　５７３-１１５８・大阪府枚方市北片鉾町・きたかたほこちよう

　　５７３-１１０２・大阪府枚方市北楠葉町・きたくずはちよう

　　５７３-００６４・大阪府枚方市北中振・きたなかぶり

　　５７３-１１１７・大阪府枚方市北船橋町・きたふなはしちよう

　　５７３-０１７１・大阪府枚方市北山・きたやま

　　５７３-１１９７・大阪府枚方市禁野本町・きんやほんまち

　　５７３-１１１１・大阪府枚方市楠葉朝日・くずはあさひ

　　５７３-１１０４・大阪府枚方市楠葉丘・くずはおか

　　５７３-１１０１・大阪府枚方市楠葉中之芝・くずはなかのしはﾞ

　　５７３-１１０７・大阪府枚方市楠葉中町・くずはなかまち

　　５７３-１１１８・大阪府枚方市楠葉並木・くずはなみき

　　５７３-１１０３・大阪府枚方市楠葉野田・くずはのだ

　　５７３-１１２１・大阪府枚方市楠葉花園町・くずははなぞのちよう

　　５７３-１１１２・大阪府枚方市楠葉美咲・くずはみさき

　　５７３-１１１３・大阪府枚方市楠葉面取町・くずはめんどりちよう

　　５７３-１１５９・大阪府枚方市車塚・くるまつﾞか

　　５７３-００７３・大阪府枚方市高田・こうだ

　　５７３-１１６１・大阪府枚方市交北・こうほく

　　５７３-１１３１・大阪府枚方市高野道・こうやみち

　　５７３-００８８・大阪府枚方市香里園桜木町・こうりえんさくらぎちよう

　　５７３-００８５・大阪府枚方市香里園東之町・こうりえんひがしのちよう

　　５７３-００８７・大阪府枚方市香里園山之手町・こうりえんやまのてちよう

　　５７３-００８６・大阪府枚方市香里園町・こうりえんちよう

　　５７３-００８４・大阪府枚方市香里ケ丘・こうりがおか

　　５７３-１１４５・大阪府枚方市黄金野・こがねの

　　５７３-１１８２・大阪府枚方市御殿山町・ごてんやまちよう

　　５７３-１１９３・大阪府枚方市御殿山南町・ごてんやまみなみまち

　　５７３-００１８・大阪府枚方市桜丘町・さくらがおかちよう

　　５７３-００５６・大阪府枚方市桜町・さくらまち

　　５７３-００８１・大阪府枚方市釈尊寺町・しやくそんじちよう

　　５７３-１１５３・大阪府枚方市招提大谷・しようだいおおたに

　　５７３-１１３２・大阪府枚方市招提田近・しようだいたちﾞか

　　５７３-１１５２・大阪府枚方市招提中町・しようだいなかまち

　　５７３-１１３５・大阪府枚方市招提平野町・しようだいひらのちよう

　　５７３-１１５４・大阪府枚方市招提東町・しようだいひがしまち

　　５７３-１１５５・大阪府枚方市招提南町・しようだいみなみまち

　　５７３-１１３８・大阪府枚方市招提北町・しようだいきたまち



　　５７３-１１３３・大阪府枚方市招提元町・しようだいもとまち

　　５７３-１１６６・大阪府枚方市新之栄町・しんのえちよう

　　５７３-１１９１・大阪府枚方市新町・しんまち

　　５７３-００９５・大阪府枚方市翠香園町・すいこうえんちよう

　　５７３-０１１７・大阪府枚方市杉・すぎ

　　５７３-０１１１・大阪府枚方市杉北町・すぎきたまち

　　５７３-０１１６・大阪府枚方市杉責谷・すぎせめだに

　　５７３-０１１８・大阪府枚方市杉山手・すぎやまて

　　５７３-１１６４・大阪府枚方市須山町・すやまちよう

　　５７３-０１１３・大阪府枚方市宗谷・そうや

　　５７３-０１１２・大阪府枚方市尊延寺・そんえんじ

　　５７３-００３５・大阪府枚方市高塚町・たかつかちよう

　　５７３-１１６２・大阪府枚方市田口・たぐち

　　５７３-０００１・大阪府枚方市田口山・たぐちやま

　　５７３-００２４・大阪府枚方市田宮本町・たみやほんまち

　　５７３-０１２３・大阪府枚方市津田・つだ

　　５７３-０１２５・大阪府枚方市津田駅前・つだえきまえ

　　５７３-０１２２・大阪府枚方市津田東町・つだひがしまち

　　５７３-０１２６・大阪府枚方市津田西町・つだにしまち

　　５７３-０１２４・大阪府枚方市津田南町・つだみなみまち

　　５７３-０１２１・大阪府枚方市津田北町・つだきたまち

　　５７３-０１２７・大阪府枚方市津田元町・つだもとまち

　　５７３-０１２８・大阪府枚方市津田山手・つだやまて

　　５７３-００５７・大阪府枚方市堤町・つつみちよう

　　５７３-００６５・大阪府枚方市出口・でぐち

　　５７３-０００３・大阪府枚方市出屋敷西町・でやしきにしまち

　　５７３-０００２・大阪府枚方市出屋敷元町・でやしきもとまち

　　５７３-００４５・大阪府枚方市藤田町・とうだちよう

　　５７３-０００７・大阪府枚方市堂山・どうやま

　　５７３-０００６・大阪府枚方市堂山東町・どうやまひがしまち

　　５７３-０００４・大阪府枚方市中宮大池・なかみやおおいけ

　　５７３-１１９４・大阪府枚方市中宮北町・なかみやきたまち

　　５７３-１１９５・大阪府枚方市中宮東之町・なかみやひがしのちよう

　　５７３-００２１・大阪府枚方市中宮西之町・なかみやにしのちよう

　　５７３-１１９６・大阪府枚方市中宮本町・なかみやほんまち

　　５７３-００１１・大阪府枚方市中宮山戸町・なかみややまとちよう

　　５７３-０１０３・大阪府枚方市長尾荒阪・ながおあらさか

　　５７３-０１０２・大阪府枚方市長尾家具町・ながおかぐまち

　　５７３-０１６４・大阪府枚方市長尾谷町・ながおたにまち

　　５７３-０１０１・大阪府枚方市長尾峠町・ながおとうげちよう

　　５７３-０１０４・大阪府枚方市長尾播磨谷・ながおはりまだに

　　５７３-０１０５・大阪府枚方市長尾東町・ながおひがしまち

　　５７３-０１６２・大阪府枚方市長尾西町・ながおにしまち

　　５７３-０１６１・大阪府枚方市長尾北町・ながおきたまち

　　５７３-０１０７・大阪府枚方市長尾宮前・ながおみやまえ

　　５７３-０１６３・大阪府枚方市長尾元町・ながおもとまち

　　５７３-０１０６・大阪府枚方市長尾台・ながおだい

　　５７３-１１４７・大阪府枚方市渚内野・なぎさうちの

　　５７３-１１７２・大阪府枚方市渚栄町・なぎささかえまち

　　５７３-１１８１・大阪府枚方市渚本町・なぎさほんまち

　　５７３-１１７６・大阪府枚方市渚東町・なぎさひがしまち

　　５７３-１１８３・大阪府枚方市渚南町・なぎさみなみまち

　　５７３-１１７７・大阪府枚方市渚元町・なぎさもとまち

　　５７３-１１７８・大阪府枚方市渚西・ なぎさにじ

　　５７３-００７１・大阪府枚方市茄子作・なすつﾞくり

　　５７３-００８２・大阪府枚方市茄子作東町・なすつﾞくりひがしまち

　　５７３-００７２・大阪府枚方市茄子作南町・なすつﾞくりみなみまち

　　５７３-００８３・大阪府枚方市茄子作北町・なすつﾞくりきたまち

　　５７３-１１９２・大阪府枚方市西禁野・にしきんや

　　５７３-１１３７・大阪府枚方市西招提町・にししようだいちよう

　　５７３-００２５・大阪府枚方市西田宮町・にしたみやちよう

　　５７３-１１２２・大阪府枚方市西船橋・ にしふなはじ

　　５７３-１１４８・大阪府枚方市西牧野・にしまきの

　　５７３-０１４４・大阪府枚方市野村中町・のむらなかまち

　　５７３-０１３３・大阪府枚方市野村南町・のむらみなみまち

　　５７３-０１４３・大阪府枚方市野村北町・のむらきたまち

　　５７３-０１３２・大阪府枚方市野村元町・のむらもとまち

　　５７３-００６３・大阪府枚方市走谷・はしりだに

　　５７３-００７５・大阪府枚方市東香里・ひがしこうり

　　５７３-００７７・大阪府枚方市東香里新町・ひがしこうりしんまち



　　５７３-００７４・大阪府枚方市東香里南町・ひがしこうりみなみまち

　　５７３-００７６・大阪府枚方市東香里元町・ひがしこうりもとまち

　　５７３-００２３・大阪府枚方市東田宮・ひがしたみや

　　５７３-００４４・大阪府枚方市東藤田町・ひがしとうだちよう

　　５７３-００９３・大阪府枚方市東中振・ひがしなかぶり

　　５７３-１１１５・大阪府枚方市東船橋・ ひがしふなはじ

　　５７３-１１５１・大阪府枚方市東牧野町・ひがしまきのちよう

　　５７３-１１１４・大阪府枚方市東山・ひがしやま

　　５７３-１１２８・大阪府枚方市樋之上町・ひのうえちよう

　　５７３-０１１５・大阪府枚方市氷室台・ひむろだい

　　５７３-００３７・大阪府枚方市枚方上之町・ひらかたかみのちよう

　　５７３-００５４・大阪府枚方市枚方公園町・ひらかたこうえんちよう

　　５７３-００５２・大阪府枚方市枚方元町・ひらかたもとまち

　　５７３-０１５５・大阪府枚方市藤阪天神町・ふじさかてんじんちよう

　　５７３-０１５２・大阪府枚方市藤阪中町・ふじさかなかまち

　　５７３-０１５３・大阪府枚方市藤阪東町・ふじさかひがしまち

　　５７３-０１５８・大阪府枚方市藤阪西町・ふじさかにしまち

　　５７３-０１５６・大阪府枚方市藤阪南町・ふじさかみなみまち

　　５７３-０１５１・大阪府枚方市藤阪北町・ふじさかきたまち

　　５７３-０１５７・大阪府枚方市藤阪元町・ふじさかもとまち

　　５７３-１１１６・大阪府枚方市船橋本町・ふなはしほんまち

　　５７３-００１３・大阪府枚方市星丘・ほしがおか

　　５７３-０１１４・大阪府枚方市穂谷・ほたに

　　５７３-１１４９・大阪府枚方市牧野北町・まきのきたまち

　　５７３-１１４６・大阪府枚方市牧野阪・まきのさか

　　５７３-１１４２・大阪府枚方市牧野下島町・まきのしもじまちよう

　　５７３-１１４４・大阪府枚方市牧野本町・まきのほんまち

　　５７３-１１０６・大阪府枚方市町楠葉・まちくずは

　　５７３-００１２・大阪府枚方市松丘町・まつがおかちよう

　　５７３-００５１・大阪府枚方市三矢町・みつやちよう

　　５７３-１１０５・大阪府枚方市南楠葉・みなみくずは

　　５７３-００９４・大阪府枚方市南中振・みなみなかぶり

　　５７３-１１２３・大阪府枚方市南船橋・ みなみふなはじ

　　５７３-１１６５・大阪府枚方市都丘町・みやこがおかちよう

　　５７３-００２２・大阪府枚方市宮之阪・みやのさか

　　５７３-００４６・大阪府枚方市宮之下町・みやのしたちよう

　　５７３-００１４・大阪府枚方市村野高見台・むらのたかみだい

　　５７３-００１５・大阪府枚方市村野東町・むらのひがしまち

　　５７３-００４２・大阪府枚方市村野西町・むらのにしまち

　　５７３-００４３・大阪府枚方市村野南町・むらのみなみまち

　　５７３-００１６・大阪府枚方市村野本町・むらのほんまち

　　５７３-１１７１・大阪府枚方市三栗・めぐり

　　５７３-１１２４・大阪府枚方市養父東町・やぶひがしまち

　　５７３-１１４１・大阪府枚方市養父西町・やぶにしまち

　　５７３-１１２５・大阪府枚方市養父元町・やぶもとまち

　　５７３-１１３４・大阪府枚方市養父丘・やぶがおか

　　５７３-０１６７・大阪府枚方市山田池公園・やまだいけこうえん

　　５７３-０１６５・大阪府枚方市山田池東町・やまだいけひがしまち

　　５７３-０１６８・大阪府枚方市山田池南町・やまだいけみなみまち

　　５７３-０１６６・大阪府枚方市山田池北町・やまだいけきたまち

　　５７３-００４７・大阪府枚方市山之上・やまのうえ

　　５７３-００４１・大阪府枚方市山之上東町・やまのうえひがしまち

　　５７３-００４８・大阪府枚方市山之上西町・やまのうえにしまち

　　５７３-００４９・大阪府枚方市山之上北町・やまのうえきたまち

　　５７３-０１５４・大阪府枚方市王仁公園・わにこうえん

　　５６７-００００・大阪府茨木市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５６７-０００１・大阪府茨木市安威・あい

　　５６８-００９６・大阪府茨木市粟生岩阪・あおいわさか

　　５６７-０８３１・大阪府茨木市鮎川・あゆかわ

　　５６７-０８９７・大阪府茨木市主原町・あるじはらちよう

　　５６７-００７６・大阪府茨木市井口台・いぐちだい

　　５６７-０８４２・大阪府茨木市五十鈴町・いすずちよう

　　５６８-００９７・大阪府茨木市泉原・いずはら

　　５６７-０００５・大阪府茨木市五日市・いつかいち

　　５６７-００２９・大阪府茨木市五日市緑町・いつかいちみどりまち

　　５６７-０８２７・大阪府茨木市稲葉町・いなはﾞちよう

　　５６７-０８７１・大阪府茨木市岩倉町・いわくらちよう

　　５６７-００６４・大阪府茨木市上野町・うえのちよう

　　５６７-０８７７・大阪府茨木市丑寅・うしとら

　　５６７-００４２・大阪府茨木市宇野辺・うのべ



　　５６７-０８１６・大阪府茨木市永代町・えいだいちよう

　　５６７-０８８８・大阪府茨木市駅前・えきまえ

　　５６７-０８２６・大阪府茨木市大池・おおいけ

　　５６８-００９１・大阪府茨木市大岩・おおいわ

　　５６７-０８１３・大阪府茨木市大住町・おおすみちよう

　　５６７-００１８・大阪府茨木市太田・おおだ

　　５６７-００１３・大阪府茨木市太田東芝町・おおだとうしはﾞちよう

　　５６７-０８８３・大阪府茨木市大手町・おおてちよう

　　５６７-０８７３・大阪府茨木市小川町・おがわちよう

　　５６７-０８３３・大阪府茨木市学園町・がくえんちよう

　　５６７-０８３４・大阪府茨木市学園南町・がくえんみなみまち

　　５６７-００３１・大阪府茨木市春日・かすが

　　５６７-０８１９・大阪府茨木市片桐町・かたぎりちよう

　　５６７-０８１１・大阪府茨木市上泉町・かみいずみちよう

　　５６８-００８６・大阪府茨木市上音羽・かみおとわ

　　５６７-００６５・大阪府茨木市上郡・かみごおり

　　５６７-０８８１・大阪府茨木市上中条・かみちゆうじよう

　　５６７-００３６・大阪府茨木市上穂積・かみほつﾞみ

　　５６７-００３７・大阪府茨木市上穂東町・かみほひがしまち

　　５６７-００４８・大阪府茨木市北春日丘・きたかすがおか

　　５６８-００８１・大阪府茨木市清阪・きよさか

　　５６７-０８７８・大阪府茨木市蔵垣内・くらかきうち

　　５６８-００８３・大阪府茨木市車作・くるまつくり

　　５６７-０８４１・大阪府茨木市桑田町・くわたちよう

　　５６８-００９４・大阪府茨木市桑原・くわのはら

　　５６７-００７２・大阪府茨木市郡・こおり

　　５６７-００７１・大阪府茨木市郡山・こおりやま

　　５６７-００４３・大阪府茨木市小坪井・こつほﾞい

　　５６７-０８５２・大阪府茨木市小柳町・こやなぎちよう

　　５６７-００８４・大阪府茨木市彩都あかね・さいとあかね

　　５６７-００８５・大阪府茨木市彩都あさぎ・さいとあさぎ

　　５６７-００８２・大阪府茨木市彩都はなだ・さいとはなだ

　　５６７-００８３・大阪府茨木市彩都もえぎ・さいともえぎ

　　５６７-００８６・大阪府茨木市彩都やまぶき・さいとやまぶき

　　５６７-００７５・大阪府茨木市道祖本・さいのもと

　　５６８-００９５・大阪府茨木市佐保・さほ

　　５６７-０８６４・大阪府茨木市沢良宜浜・さわらぎはま

　　５６７-０８６３・大阪府茨木市沢良宜東町・さわらぎひがしまち

　　５６７-０８６８・大阪府茨木市沢良宜西・ さわらぎにじ

　　５６７-０８５４・大阪府茨木市島・しま

　　５６７-００５９・大阪府茨木市清水・しみず

　　５６７-００４５・大阪府茨木市紫明園・しめいえん

　　５６７-００６６・大阪府茨木市下井町・しもいちよう

　　５６８-００８２・大阪府茨木市下音羽・しもおとわ

　　５６７-０８８６・大阪府茨木市下中条町・しもちゆうじようちよう

　　５６７-００４１・大阪府茨木市下穂積・しもほつﾞみ

　　５６７-００５５・大阪府茨木市宿川原町・しゆくがはらちよう

　　５６７-００５１・大阪府茨木市宿久庄・しゆくのしよう

　　５６７-０８０６・大阪府茨木市庄・しよう

　　５６８-００９２・大阪府茨木市生保・しようほﾞ

　　５６７-０８３２・大阪府茨木市白川・しらかわ

　　５６７-００１４・大阪府茨木市城の前町・しろのまえちよう

　　５６７-００７４・大阪府茨木市新郡山・しんこおりやま

　　５６７-０８８４・大阪府茨木市新庄町・しんじようちよう

　　５６７-０８７２・大阪府茨木市新中条町・しんちゆうじようちよう

　　５６７-０８３５・大阪府茨木市新堂・しんどう

　　５６７-０８５５・大阪府茨木市新和町・しんわちよう

　　５６７-０８２１・大阪府茨木市末広町・すえひろちよう

　　５６８-００８７・大阪府茨木市銭原・ぜにはら

　　５６８-００９８・大阪府茨木市千提寺・せんだいじ

　　５６７-０８０１・大阪府茨木市総持寺・そうじじ

　　５６７-０８０２・大阪府茨木市総持寺駅前町・そうじじえきまえちよう

　　５６７-０８０４・大阪府茨木市総持寺台・そうじじだい

　　５６７-０８２５・大阪府茨木市園田町・そのだちよう

　　５６７-０８６７・大阪府茨木市大正町・たいしようちよう

　　５６７-０８４４・大阪府茨木市大同町・だいどうちよう

　　５６８-００９３・大阪府茨木市大門寺・だいもんじ

　　５６７-００１１・大阪府茨木市高田町・たかだちよう

　　５６７-０８６６・大阪府茨木市高浜町・たかはまちよう

　　５６７-０８１５・大阪府茨木市竹橋町・たけはしちよう



　　５６７-００２５・大阪府茨木市田中町・たなかちよう

　　５６７-０８９５・大阪府茨木市玉櫛・ たまくじ

　　５６７-０８４６・大阪府茨木市玉島・たましま

　　５６７-０８４８・大阪府茨木市玉島台・たましまだい

　　５６７-０８９３・大阪府茨木市玉瀬町・たませちよう

　　５６７-０８９６・大阪府茨木市玉水町・たまみずちよう

　　５６７-０８２３・大阪府茨木市寺田町・てらだちよう

　　５６７-０８７６・大阪府茨木市天王・てんのう

　　５６７-０８１２・大阪府茨木市東宮町・とうぐうちよう

　　５６７-００１６・大阪府茨木市十日市町・とおかいちちよう

　　５６７-０８１４・大阪府茨木市戸伏町・とぶしちよう

　　５６７-００５７・大阪府茨木市豊川・とよかわ

　　５６７-００５３・大阪府茨木市豊原町・とよはらちよう

　　５６７-００６３・大阪府茨木市中河原町・なかかはらちよう

　　５６７-０８０３・大阪府茨木市中総持寺町・なかそうじじちよう

　　５６７-０８２４・大阪府茨木市中津町・なかつちよう

　　５６７-００３４・大阪府茨木市中穂積・なかほつﾞみ

　　５６７-０８２２・大阪府茨木市中村町・なかむらちよう

　　５６８-００８８・大阪府茨木市長谷・ながたに

　　５６７-０８９２・大阪府茨木市並木町・なみきちよう

　　５６７-０８７４・大阪府茨木市奈良町・ならちよう

　　５６７-０００８・大阪府茨木市西安威・にしあい

　　５６７-００３２・大阪府茨木市西駅前町・にしえきまえちよう

　　５６７-００１５・大阪府茨木市西太田町・にしおおだちよう

　　５６７-００２３・大阪府茨木市西河原・にしがわら

　　５６７-０００３・大阪府茨木市西河原北町・にしがわらきたまち

　　５６７-００２７・大阪府茨木市西田中町・にしたなかちよう

　　５６７-０８８７・大阪府茨木市西中条町・にしちゆうじようちよう

　　５６７-００５８・大阪府茨木市西豊川町・にしとよかわちよう

　　５６７-００６７・大阪府茨木市西福井・にしふくい

　　５６７-００７３・大阪府茨木市西穂積町・にしほつﾞみちよう

　　５６８-００８５・大阪府茨木市忍頂寺・にんちようじ

　　５６７-０８４７・大阪府茨木市野々宮・ののみや

　　５６７-０８０５・大阪府茨木市橋の内・はしのうち

　　５６７-００２８・大阪府茨木市畑田町・はたけだちよう

　　５６７-００１７・大阪府茨木市花園・はなぞの

　　５６７-０００２・大阪府茨木市東安威・ひがしあい

　　５６７-０８７９・大阪府茨木市東宇野辺町・ひがしうのべちよう

　　５６７-００１２・大阪府茨木市東太田・ひがしおおだ

　　５６７-０８８５・大阪府茨木市東中条町・ひがしちゆうじようちよう

　　５６７-０８６１・大阪府茨木市東奈良・ひがしなら

　　５６７-０８３８・大阪府茨木市東野々宮町・ひがしののみやちよう

　　５６７-００６２・大阪府茨木市東福井・ひがしふくい

　　５６７-０８４５・大阪府茨木市平田・ひらた

　　５６７-０８４９・大阪府茨木市平田台・ひらただい

　　５６７-００６１・大阪府茨木市福井・ふくい

　　５６７-００５４・大阪府茨木市藤の里・ふじのさと

　　５６７-０８２９・大阪府茨木市双葉町・ふたはﾞちよう

　　５６７-０８２８・大阪府茨木市舟木町・ふなきちよう

　　５６７-０８１７・大阪府茨木市別院町・べついんちよう

　　５６７-０８４３・大阪府茨木市星見町・ほしみちよう

　　５６７-００４４・大阪府茨木市穂積台・ほつﾞみだい

　　５６７-０８１８・大阪府茨木市本町・ほんまち

　　５６７-０８５１・大阪府茨木市真砂・まさご

　　５６７-０８５０・大阪府茨木市真砂玉島台・まさごたましまだい

　　５６７-００３３・大阪府茨木市松ケ本町・まつがもとちよう

　　５６７-００２６・大阪府茨木市松下町・まつしたちよう

　　５６７-００２４・大阪府茨木市三咲町・みさきちよう

　　５６７-０８６２・大阪府茨木市美沢町・みさわちよう

　　５６７-００２１・大阪府茨木市三島丘・みしまおか

　　５６７-００２２・大阪府茨木市三島町・みしまちよう

　　５６７-０８９１・大阪府茨木市水尾・みずお

　　５６７-００３５・大阪府茨木市見付山・みつけやま

　　５６７-０００７・大阪府茨木市南安威・みなみあい

　　５６７-００４６・大阪府茨木市南春日丘・みなみかすがおか

　　５６７-００５６・大阪府茨木市南清水町・みなみしみずちよう

　　５６７-０００４・大阪府茨木市南耳原・みなみみのはら

　　５６７-０８３７・大阪府茨木市南目垣・みなみめがき

　　５６７-０００６・大阪府茨木市耳原・みのはら

　　５６７-００４７・大阪府茨木市美穂ケ丘・みほがおか



　　５６７-０８５３・大阪府茨木市宮島・みやじま

　　５６７-０８１０・大阪府茨木市宮元町・みやもとちよう

　　５６７-００５２・大阪府茨木市室山・むろやま

　　５６７-０８３６・大阪府茨木市目垣・めがき

　　５６７-０８８２・大阪府茨木市元町・もとまち

　　５６８-００８４・大阪府茨木市安元・やすもと

　　５６７-０００９・大阪府茨木市山手台・やまてだい

　　５６７-００１０・大阪府茨木市山手台新町・やまてだいしんまち

　　５６８-００８９・大阪府茨木市山手台東町・やまてだいひがしまち

　　５６７-０８６５・大阪府茨木市横江・よこえ

　　５６７-０８７５・大阪府茨木市若草町・わかくさちよう

　　５６７-０８９４・大阪府茨木市若園町・わかそのちよう

　　５８１-００００・大阪府八尾市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５８１-００８２・大阪府八尾市相生町・あいおいちよう

　　５８１-００１８・大阪府八尾市青山町・あおやまちよう

　　５８１-００２０・大阪府八尾市曙川東・ あけがわひがじ

　　５８１-００２６・大阪府八尾市曙町・あけほﾞのちよう

　　５８１-００８７・大阪府八尾市明美町・あけみちよう

　　５８１-０８３３・大阪府八尾市旭ケ丘・あさひがおか

　　５８１-００６４・大阪府八尾市跡部本町・あとべほんまち

　　５８１-００５５・大阪府八尾市跡部南の町・あとべみなみのちよう

　　５８１-００６８・大阪府八尾市跡部北の町・あとべきたのちよう

　　５８１-０８１３・大阪府八尾市泉町・いずみちよう

　　５８１-００８４・大阪府八尾市植松町・うえまつちよう

　　５８１-００９２・大阪府八尾市老原・おいはら

　　５８１-０８６３・大阪府八尾市大窪・おおくほﾞ

　　５８１-００３７・大阪府八尾市太田・おおた

　　５８１-０８５４・大阪府八尾市大竹・おおたけ

　　５８１-００３９・大阪府八尾市太田新町・おおたしんまち

　　５８１-００１５・大阪府八尾市刑部・おさかべ

　　５８１-０８８３・大阪府八尾市恩智中町・おんちﾞなかまち

　　５８１-０８８４・大阪府八尾市恩智南町・おんちﾞみなみまち

　　５８１-０８８２・大阪府八尾市恩智北町・おんちﾞきたまち

　　５８１-０８８１・大阪府八尾市垣内・かいち

　　５８１-０８５３・大阪府八尾市楽音寺・がくおんじ

　　５８１-００２２・大阪府八尾市柏村町・かしむらちよう

　　５８１-００６１・大阪府八尾市春日町・かすがちよう

　　５８１-０８２３・大阪府八尾市桂町・かつらちよう

　　５８１-０８５１・大阪府八尾市上尾町・かみおちよう

　　５８１-０８４６・大阪府八尾市上之島町南・かみのしまちようみなみ

　　５８１-０８４５・大阪府八尾市上之島町北・かみのしまちようきた

　　５８１-００６５・大阪府八尾市亀井町・かめいちよう

　　５８１-０８３４・大阪府八尾市萱振町・かやふりちよう

　　５８１-００６６・大阪府八尾市北亀井町・きたかめいちよう

　　５８１-００４１・大阪府八尾市北木の本・きたきのもと

　　５８１-００７１・大阪府八尾市北久宝寺・きたきゆうほうじ

　　５８１-０８０２・大阪府八尾市北本町・きたほんまち

　　５８１-００４４・大阪府八尾市木の本・きのもと

　　５８１-０８１７・大阪府八尾市久宝園・きゆうほうえん

　　５８１-００７２・大阪府八尾市久宝寺・きゆうほうじ

　　５８１-０８７４・大阪府八尾市教興寺・きようこうじ

　　５８１-００４３・大阪府八尾市空港・くうこう

　　５８１-０８１４・大阪府八尾市楠根町・くすねちよう

　　５８１-０８７３・大阪府八尾市黒谷・くろだに

　　５８１-０８５５・大阪府八尾市神立・こうだち

　　５８１-０００７・大阪府八尾市光南町・こうなんちよう

　　５８１-０８７２・大阪府八尾市郡川・こおりがわ

　　５８１-００１２・大阪府八尾市小阪合町・こざかあいちよう

　　５８１-０８３５・大阪府八尾市小畑町・こはたちよう

　　５８１-０８２１・大阪府八尾市幸町・さいわいちよう

　　５８１-００７４・大阪府八尾市栄町・さかえまち

　　５８１-０８６９・大阪府八尾市桜ケ丘・さくらがおか

　　５８１-０８１６・大阪府八尾市佐堂町・さどうちよう

　　５８１-００３１・大阪府八尾市志紀町・しきちよう

　　５８１-００９４・大阪府八尾市志紀町西・ しきちようにじ

　　５８１-００３３・大阪府八尾市志紀町南・しきちようみなみ

　　５８１-００７５・大阪府八尾市渋川町・しぶかわちよう

　　５８１-０００６・大阪府八尾市清水町・しみずちよう

　　５８１-０８１１・大阪府八尾市新家町・しんけちよう

　　５８１-０８８５・大阪府八尾市神宮寺・じんぐうじ



　　５８１-００６７・大阪府八尾市神武町・じんむちよう

　　５８１-０００１・大阪府八尾市末広町・すえひろちよう

　　５８１-０００５・大阪府八尾市荘内町・そうないちよう

　　５８１-００６３・大阪府八尾市太子堂・たいしどう

　　５８１-００９５・大阪府八尾市田井中・たいなか

　　５８１-０８２２・大阪府八尾市高砂町・たかさごちよう

　　５８１-００７３・大阪府八尾市高町・たかまち

　　５８１-００１７・大阪府八尾市高美町・たかみちよう

　　５８１-０８７５・大阪府八尾市高安町南・たかやすちようみなみ

　　５８１-０８７１・大阪府八尾市高安町北・たかやすちようきた

　　５８１-００５２・大阪府八尾市竹渕・たけふち

　　５８１-００５３・大阪府八尾市竹渕東・ たけふちひがじ

　　５８１-００５１・大阪府八尾市竹渕西・ たけふちにじ

　　５８１-０８６２・大阪府八尾市千塚・ちつﾞか

　　５８１-０８３２・大阪府八尾市堤町・つつみちよう

　　５８１-００２５・大阪府八尾市天王寺屋・てんのうじや

　　５８１-００１４・大阪府八尾市中田・なかた

　　５８１-０８３６・大阪府八尾市長池町・ながいけちよう

　　５８１-００８３・大阪府八尾市永畑町・ながはたちよう

　　５８１-００４５・大阪府八尾市西木の本・にしきのもと

　　５８１-００７７・大阪府八尾市西久宝寺・にしきゆうほうじ

　　５８１-０８５２・大阪府八尾市西高安町・にしたかやすちよう

　　５８１-０８６８・大阪府八尾市西山本町・にしやまもとちよう

　　５８１-００３５・大阪府八尾市西弓削・にしゆうげ

　　５８１-００３６・大阪府八尾市沼・ぬま

　　５８１-０８６５・大阪府八尾市服部川・はつとりがわ

　　５８１-０８０３・大阪府八尾市光町・ひかりちよう

　　５８１-００９３・大阪府八尾市東老原・ひがしおいはら

　　５８１-０００２・大阪府八尾市東久宝寺・ひがしきゆうほうじ

　　５８１-００６２・大阪府八尾市東太子・ ひがしたいじ

　　５８１-０００４・大阪府八尾市東本町・ひがしほんまち

　　５８１-０８６１・大阪府八尾市東町・ひがしまち

　　５８１-０８６６・大阪府八尾市東山本新町・ひがしやまもとしんまち

　　５８１-０８４７・大阪府八尾市東山本町・ひがしやまもとちよう

　　５８１-００２９・大阪府八尾市東弓削・ひがしゆうげ

　　５８１-０８４４・大阪府八尾市福栄町・ふくえいちよう

　　５８１-０８４２・大阪府八尾市福万寺町・ふくまんじちよう

　　５８１-０８４３・大阪府八尾市福万寺町南・ふくまんじちようみなみ

　　５８１-０８４１・大阪府八尾市福万寺町北・ふくまんじちようきた

　　５８１-００２４・大阪府八尾市二俣・ふたまた

　　５８１-０００３・大阪府八尾市本町・ほんまち

　　５８１-００８８・大阪府八尾市松山町・まつやまちよう

　　５８１-０８５６・大阪府八尾市水越・ みずこじ

　　５８１-０８１８・大阪府八尾市美園町・みそのちよう

　　５８１-０８３７・大阪府八尾市緑ケ丘・みどりがおか

　　５８１-００９１・大阪府八尾市南植松町・みなみうえまつちよう

　　５８１-００５４・大阪府八尾市南亀井町・みなみかめいちよう

　　５８１-００４２・大阪府八尾市南木の本・みなみきのもと

　　５８１-００７６・大阪府八尾市南久宝寺・みなみきゆうほうじ

　　５８１-００１９・大阪府八尾市南小阪合町・みなみこざかあいちよう

　　５８１-００５６・大阪府八尾市南太子堂・みなみたいしどう

　　５８１-００８１・大阪府八尾市南本町・みなみほんまち

　　５８１-００２３・大阪府八尾市都塚・みやこつﾞか

　　５８１-００１０・大阪府八尾市都塚北・みやこつﾞかきた

　　５８１-００３０・大阪府八尾市都塚南・みやこつﾞかみなみ

　　５８１-０８１５・大阪府八尾市宮町・みやまち

　　５８１-００２７・大阪府八尾市八尾木・やおぎ

　　５８１-００２８・大阪府八尾市八尾木東・ やおぎひがじ

　　５８１-００１６・大阪府八尾市八尾木北・やおぎきた

　　５８１-００８５・大阪府八尾市安中町・やすなかちよう

　　５８１-０８１２・大阪府八尾市山賀町・やまがちよう

　　５８１-０８０１・大阪府八尾市山城町・やましろちよう

　　５８１-０８６４・大阪府八尾市山畑・やまたけ

　　５８１-００２１・大阪府八尾市山本高安町・やまもとたかやすちよう

　　５８１-０８６７・大阪府八尾市山本町・やまもとちよう

　　５８１-００１３・大阪府八尾市山本町南・やまもとちようみなみ

　　５８１-０８３１・大阪府八尾市山本町北・やまもとちようきた

　　５８１-００３２・大阪府八尾市弓削町・ゆうげちよう

　　５８１-００３４・大阪府八尾市弓削町南・ゆうげちようみなみ

　　５８１-００８６・大阪府八尾市陽光園・ようこうえん



　　５８１-００２７・大阪府八尾市八尾木・よおぎ

　　５８１-００６９・大阪府八尾市龍華町・りゆうげちよう

　　５８１-００１１・大阪府八尾市若草町・わかくさちよう

　　５８１-００３８・大阪府八尾市若林町・わかはﾞやしちよう

　　５９８-００００・大阪府泉佐野市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５９８-００１４・大阪府泉佐野市葵町・あおいちよう

　　５９８-００５２・大阪府泉佐野市旭町・あさひちよう

　　５９８-００７２・大阪府泉佐野市泉ケ丘・いずみがおか

　　５９８-０００５・大阪府泉佐野市市場東・ いちはﾞひがじ

　　５９８-０００６・大阪府泉佐野市市場西・ いちはﾞにじ

　　５９８-０００４・大阪府泉佐野市市場南・いちはﾞみなみ

　　５９８-０００７・大阪府泉佐野市上町・うえまち

　　５９８-００２３・大阪府泉佐野市大木・おおぎ

　　５９８-００５３・大阪府泉佐野市大宮町・おおみやちよう

　　５９８-００４３・大阪府泉佐野市大西・ おおにじ

　　５９８-００４４・大阪府泉佐野市笠松・かさまつ

　　５９８-００５８・大阪府泉佐野市春日町・かすがちよう

　　５９８-０００１・大阪府泉佐野市上瓦屋・かみかわらや

　　５９８-００２４・大阪府泉佐野市上之郷・かみのごう

　　５９８-００５４・大阪府泉佐野市栄町・さかえまち

　　５９８-００７５・大阪府泉佐野市佐野台・さのだい

　　５９８-００６２・大阪府泉佐野市下瓦屋・しもかわらや

　　５９８-０００８・大阪府泉佐野市松風台・しようふうだい

　　５９８-００５１・大阪府泉佐野市新町・しんまち

　　５９８-００３２・大阪府泉佐野市新安松・しんやすまつ

　　５９８-００６１・大阪府泉佐野市住吉町・すみよしちよう

　　５４９-０００１・大阪府泉佐野市泉州空港北・せんしゆうくうこうきた

　　５９８-００１２・大阪府泉佐野市高松東・ たかまつひがじ

　　５９８-００１６・大阪府泉佐野市高松西・ たかまつにじ

　　５９８-００１５・大阪府泉佐野市高松南・たかまつみなみ

　　５９８-００１１・大阪府泉佐野市高松北・たかまつきた

　　５９８-０００３・大阪府泉佐野市俵屋・たわらや

　　５９８-００２２・大阪府泉佐野市土丸・つちまる

　　５９８-００７１・大阪府泉佐野市鶴原・つるはら

　　５９８-０００２・大阪府泉佐野市中庄・なかしよう

　　５９８-００１３・大阪府泉佐野市中町・なかまち

　　５９８-００３４・大阪府泉佐野市長滝・ながたき

　　５９８-００６４・大阪府泉佐野市新浜町・にいはまちよう

　　５９８-００４２・大阪府泉佐野市西本町・にしほんまち

　　５９８-００４１・大阪府泉佐野市野出町・のでちよう

　　５９８-００４６・大阪府泉佐野市羽倉崎・はぐらざき

　　５９８-００３７・大阪府泉佐野市羽倉崎上町・はぐらざきうえまち

　　５９８-００７４・大阪府泉佐野市東佐野台・ひがしさのだい

　　５９８-００３１・大阪府泉佐野市東羽倉崎町・ひがしはぐらざきちよう

　　５９８-００２１・大阪府泉佐野市日根野・ひねの

　　５９８-００５７・大阪府泉佐野市本町・ほんまち

　　５９８-００４５・大阪府泉佐野市松原・まつはﾞら

　　５９８-００６３・大阪府泉佐野市湊・みなと

　　５９８-００７３・大阪府泉佐野市南泉ケ丘・みなみいずみがおか

　　５９８-００３６・大阪府泉佐野市南中岡本・みなみなかおかもと

　　５９８-００３５・大阪府泉佐野市南中樫井・みなみなかかしい

　　５９８-００３３・大阪府泉佐野市南中安松・みなみなかやすまつ

　　５９８-００５６・大阪府泉佐野市元町・もとまち

　　５９８-００４７・大阪府泉佐野市りんくう往来南・りんくうおうらいみなみ

　　５９８-００４８・大阪府泉佐野市りんくう往来北・りんくうおうらいきた

　　５９８-００５５・大阪府泉佐野市若宮町・わかみやちよう

　　５８４-００００・大阪府富田林市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５８４-００７６・大阪府富田林市青葉丘・あおはﾞおか

　　５８４-０００６・大阪府富田林市旭ケ丘町・あさひがおかちよう

　　５８４-００１２・大阪府富田林市粟ケ池町・あわがいけちよう

　　５８４-０００１・大阪府富田林市梅の里・うめのさと

　　５８４-００５６・大阪府富田林市嬉・ うれじ

　　５８４-００９５・大阪府富田林市毛人谷・えびたに

　　５８４-００５８・大阪府富田林市彼方・おちかた

　　５８４-００４０・大阪府富田林市かがり台・かがりだい

　　５８４-００７８・大阪府富田林市加太・かだ

　　５８４-００１４・大阪府富田林市川面町・かわつﾞらちよう

　　５８４-００４９・大阪府富田林市川向町・かわむかいちよう

　　５８４-００５４・大阪府富田林市甘南備・かんなび

　　５８４-０００８・大阪府富田林市喜志・ きじ



　　５８４-０００３・大阪府富田林市喜志新家町・きししんけちよう

　　５８４-０００５・大阪府富田林市喜志町・きしちよう

　　５８４-００４２・大阪府富田林市北大伴町・きたおおともちよう

　　５８４-０００４・大阪府富田林市木戸山町・きどやまちよう

　　５８４-００４１・大阪府富田林市楠町・くすのきちよう

　　５８４-００７４・大阪府富田林市久野喜台・くのきだい

　　５８４-００３６・大阪府富田林市甲田・こうだ

　　５８４-００８２・大阪府富田林市向陽台・こうようだい

　　５８４-００８３・大阪府富田林市小金台・こがねだい

　　５８４-００７９・大阪府富田林市五軒家・ごけんや

　　５８４-００３１・大阪府富田林市寿町・ことぶきちよう

　　５８４-００７０・大阪府富田林市金剛錦織台・こんごうにしきおりだい

　　５８４-００６５・大阪府富田林市金剛伏山台・こんごうふしやまだい

　　５８４-００１５・大阪府富田林市西条町・さいじようちよう

　　５８４-００１３・大阪府富田林市桜井町・さくらいちよう

　　５８４-００８４・大阪府富田林市桜ケ丘町・さくらがおかちよう

　　５８４-００５２・大阪府富田林市佐備・さび

　　５８４-００３４・大阪府富田林市清水町・しみずちよう

　　５８４-００９２・大阪府富田林市昭和町・しようわちよう

　　５８４-００７７・大阪府富田林市新青葉丘町・しんあおはﾞおかちよう

　　５８４-００８５・大阪府富田林市新家・しんけ

　　５８４-００９１・大阪府富田林市新堂・しんどう

　　５８４-００６２・大阪府富田林市須賀・すが

　　５８４-００７２・大阪府富田林市高辺台・たかべだい

　　５８４-００３５・大阪府富田林市谷川町・たにがわちよう

　　５８４-００１６・大阪府富田林市通法寺町・つうほうじちよう

　　５８４-００８１・大阪府富田林市廿山・つつﾞやま

　　５８４-００８６・大阪府富田林市津々山台・つつﾞやまだい

　　５８４-００７３・大阪府富田林市寺池台・てらいけだい

　　５８４-００３２・大阪府富田林市常盤町・ときわちよう

　　５８４-００３３・大阪府富田林市富田林町・とんだはﾞやしちよう

　　５８４-００２７・大阪府富田林市中野・なかの

　　５８４-００２１・大阪府富田林市中野町・なかのちよう

　　５８４-００２２・大阪府富田林市中野町東・ なかのちようひがじ

　　５８４-００２８・大阪府富田林市中野町西・ なかのちようにじ

　　５８４-００５１・大阪府富田林市楠風台・なんふﾟうだい

　　５８４-００４８・大阪府富田林市西板持町・にしいたもちちよう

　　５８４-００６３・大阪府富田林市錦織・にしきおり

　　５８４-００６６・大阪府富田林市錦織北・にしきおりきた

　　５８４-００６８・大阪府富田林市錦織中・にしきおりなか

　　５８４-００６９・大阪府富田林市錦織東・ にしきおりひがじ

　　５８４-００６７・大阪府富田林市錦織南・にしきおりみなみ

　　５８４-００３８・大阪府富田林市錦ケ丘町・にしきがおかちよう

　　５８４-００４６・大阪府富田林市東板持町・ひがしいたもちちよう

　　５８４-０００２・大阪府富田林市平町・ひらちよう

　　５８４-００５５・大阪府富田林市伏見堂・ふしみどう

　　５８４-００６１・大阪府富田林市伏山・ふしやま

　　５８４-００７１・大阪府富田林市藤沢台・ふじさわだい

　　５８４-００６４・大阪府富田林市不動ケ丘町・ふどうがおかちよう

　　５８４-００９４・大阪府富田林市富美ケ丘町・ふみがおかちよう

　　５８４-００４４・大阪府富田林市別井・べつい

　　５８４-００９３・大阪府富田林市本町・ほんまち

　　５８４-００２６・大阪府富田林市緑ケ丘町・みどりがおかちよう

　　５８４-０００７・大阪府富田林市南旭ケ丘町・みなみあさひがおかちよう

　　５８４-００４３・大阪府富田林市南大伴町・みなみおおともちよう

　　５８４-００３７・大阪府富田林市宮甲田町・みやこうだちよう

　　５８４-００１１・大阪府富田林市宮町・みやちよう

　　５８４-００３９・大阪府富田林市美山台・みやまだい

　　５８４-００４５・大阪府富田林市山中田町・やまちゆうだちよう

　　５８４-００４７・大阪府富田林市山手町・やまてちよう

　　５８４-００５７・大阪府富田林市横山・よこやま

　　５８４-００５３・大阪府富田林市龍泉・りゆうせん

　　５８４-００２４・大阪府富田林市若松町・わかまつちよう

　　５８４-００２３・大阪府富田林市若松町東・ わかまつちようひがじ

　　５８４-００２５・大阪府富田林市若松町西・ わかまつちようにじ

　　５７２-００００・大阪府寝屋川市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５７２-００３９・大阪府寝屋川市池田・いけだ

　　５７２-００３５・大阪府寝屋川市池田旭町・いけだあさひまち

　　５７２-００３３・大阪府寝屋川市池田東町・いけだひがしまち

　　５７２-００３６・大阪府寝屋川市池田西町・いけだにしまち



　　５７２-００３４・大阪府寝屋川市池田南町・いけだみなみまち

　　５７２-００７３・大阪府寝屋川市池田北町・いけだきたまち

　　５７２-００３８・大阪府寝屋川市池田新町・いけだしんまち

　　５７２-００７４・大阪府寝屋川市池田中町・いけだなかまち

　　５７２-００３０・大阪府寝屋川市池田本町・いけだほんまち

　　５７２-００１２・大阪府寝屋川市池の瀬町・いけのせちよう

　　５７２-００２６・大阪府寝屋川市石津中町・いしつﾞなかまち

　　５７２-００２７・大阪府寝屋川市石津東町・いしつﾞひがしまち

　　５７２-００２４・大阪府寝屋川市石津南町・いしつﾞみなみまち

　　５７２-００２５・大阪府寝屋川市石津元町・いしつﾞもとまち

　　５７２-０８２１・大阪府寝屋川市出雲町・いずもちよう

　　５７２-０８４０・大阪府寝屋川市太秦桜が丘・うずまささくらがおか

　　５７２-０８４２・大阪府寝屋川市太秦高塚町・うずまさたかつかちよう

　　５７２-０８４３・大阪府寝屋川市太秦中町・うずまさなかまち

　　５７２-０８４１・大阪府寝屋川市太秦東が丘・うずまさひがしがおか

　　５７２-０８４４・大阪府寝屋川市太秦緑が丘・うずまさみどりがおか

　　５７２-０８４９・大阪府寝屋川市太秦元町・うずまさもとまち

　　５７２-０８５６・大阪府寝屋川市宇谷町・うたにちよう

　　５７２-０８５９・大阪府寝屋川市打上新町・うちあげしんまち

　　５７２-０８５０・大阪府寝屋川市打上高塚町・うちあげたかつかちよう

　　５７２-０８５７・大阪府寝屋川市打上中町・うちあげなかまち

　　５７２-０８６１・大阪府寝屋川市打上南町・うちあげみなみまち

　　５７２-０８６２・大阪府寝屋川市打上宮前町・うちあげみやまえちよう

　　５７２-０８５８・大阪府寝屋川市打上元町・うちあげもとまち

　　５７２-０８０３・大阪府寝屋川市梅が丘・うめがおか

　　５７２-０８５３・大阪府寝屋川市大谷町・おおたにちよう

　　５７２-００４８・大阪府寝屋川市大利町・おおとしちよう

　　５７２-００４７・大阪府寝屋川市大利元町・おおとしもとまち

　　５７２-００２３・大阪府寝屋川市音羽町・おとわちよう

　　５７２-００６３・大阪府寝屋川市春日町・かすがちよう

　　５７２-００５２・大阪府寝屋川市上神田・かみかみだ

　　５７２-０８２８・大阪府寝屋川市萱島桜園町・かやしまさくらえんちよう

　　５７２-０８２９・大阪府寝屋川市萱島信和町・かやしましんわちよう

　　５７２-０８２７・大阪府寝屋川市萱島本町・かやしまほんまち

　　５７２-０８２５・大阪府寝屋川市萱島南町・かやしまみなみまち

　　５７２-０８２４・大阪府寝屋川市萱島東・ かやしまひがじ

　　５７２-００１５・大阪府寝屋川市川勝町・かわかつちよう

　　５７２-０８１６・大阪府寝屋川市河北中町・かわきたなかまち

　　５７２-０８１５・大阪府寝屋川市河北東町・かわきたひがしまち

　　５７２-０８１７・大阪府寝屋川市河北西町・かわきたにしまち

　　５７２-０００８・大阪府寝屋川市菅相塚町・かんそうつﾞかちよう

　　５７２-００３２・大阪府寝屋川市北大利町・きたおおとしちよう

　　５７２-０８３６・大阪府寝屋川市木田町・きだちよう

　　５７２-０８２２・大阪府寝屋川市木田元宮・きだもとみや

　　５７２-０８１１・大阪府寝屋川市楠根南町・くすねみなみまち

　　５７２-０８４５・大阪府寝屋川市楠根北町・くすねきたまち

　　５７２-００７５・大阪府寝屋川市葛原・くずはら

　　５７２-００３７・大阪府寝屋川市葛原新町・くずはらしんまち

　　５７２-００１６・大阪府寝屋川市国松町・くにまつちよう

　　５７２-００５７・大阪府寝屋川市黒原旭町・くろはらあさひまち

　　５７２-００５９・大阪府寝屋川市黒原新町・くろはらしんまち

　　５７２-００５０・大阪府寝屋川市黒原城内町・くろはらじようないちよう

　　５７２-００５８・大阪府寝屋川市黒原橘町・くろはらたちはﾞなちよう

　　５７２-００８５・大阪府寝屋川市香里新町・こおりしんまち

　　５７２-００８２・大阪府寝屋川市香里本通町・こおりほんどおりちよう

　　５７２-００８９・大阪府寝屋川市香里西之町・こおりにしのちよう

　　５７２-００８４・大阪府寝屋川市香里南之町・こおりみなみのちよう

　　５７２-００８０・大阪府寝屋川市香里北之町・こおりきたのちよう

　　５７２-００８３・大阪府寝屋川市郡元町・こおりもとまち

　　５７２-００２９・大阪府寝屋川市寿町・ことぶきちよう

　　５７２-００８７・大阪府寝屋川市木屋町・こやちよう

　　５７２-００８８・大阪府寝屋川市木屋元町・こやもとまち

　　５７２-００１７・大阪府寝屋川市幸町・さいわいちよう

　　５７２-００１８・大阪府寝屋川市境橋町・さかいはﾞしちよう

　　５７２-００４１・大阪府寝屋川市桜木町・さくらぎちよう

　　５７２-０８１３・大阪府寝屋川市讃良東町・さんらひがしまち

　　５７２-０８１８・大阪府寝屋川市讃良西町・さんらにしまち

　　５７２-００４４・大阪府寝屋川市清水町・しみずちよう

　　５７２-００７７・大阪府寝屋川市点野・しめの

　　５７２-００５４・大阪府寝屋川市下神田町・しもかみだちよう



　　５７２-０８２３・大阪府寝屋川市下木田町・しもきだちよう

　　５７２-０８３４・大阪府寝屋川市昭栄町・しようえいちよう

　　５７２-０８６５・大阪府寝屋川市小路北町・しようじきたまち

　　５７２-０８６６・大阪府寝屋川市小路南町・しようじみなみまち

　　５７２-０８１２・大阪府寝屋川市新家・しんけ

　　５７２-０００９・大阪府寝屋川市末広町・すえひろちよう

　　５７２-００４６・大阪府寝屋川市成美町・せいびちよう

　　５７２-０８１９・大阪府寝屋川市大成町・たいせいちよう

　　５７２-００２１・大阪府寝屋川市田井町・たいちよう

　　５７２-００２０・大阪府寝屋川市田井西町・たいにしまち

　　５７２-００７８・大阪府寝屋川市太間町・たいまちよう

　　５７２-００７２・大阪府寝屋川市太間東町・たいまひがしまち

　　５７２-０８６４・大阪府寝屋川市高倉・たかくら

　　５７２-０８０６・大阪府寝屋川市高宮・たかみや

　　５７２-０８６７・大阪府寝屋川市高宮あさひ丘・たかみやあさひおか

　　５７２-０８４６・大阪府寝屋川市高宮栄町・たかみやさかえまち

　　５７２-０８４７・大阪府寝屋川市高宮新町・たかみやしんまち

　　５７２-００５１・大阪府寝屋川市高柳・たかやなぎ

　　５７２-００６２・大阪府寝屋川市高柳栄町・たかやなぎさかえまち

　　５７２-００６７・大阪府寝屋川市宝町・たからまち

　　５７２-００６１・大阪府寝屋川市長栄寺町・ちようえいじちよう

　　５７２-００６４・大阪府寝屋川市対馬江東町・つしまえひがしまち

　　５７２-００６５・大阪府寝屋川市対馬江西町・つしまえにしまち

　　５７２-００７１・大阪府寝屋川市豊里町・とよざとちよう

　　５７２-０８３１・大阪府寝屋川市豊野町・とよのちよう

　　５７２-００５３・大阪府寝屋川市中神田町・なかかみだちよう

　　５７２-０８２０・大阪府寝屋川市中木田町・なかきだちよう

　　５７２-０００２・大阪府寝屋川市成田東が丘・なりたひがしがおか

　　５７２-０００１・大阪府寝屋川市成田東町・なりたひがしまち

　　５７２-０００５・大阪府寝屋川市成田西町・なりたにしまち

　　５７２-０００３・大阪府寝屋川市成田南町・なりたみなみまち

　　５７２-０００４・大阪府寝屋川市成田町・なりたちよう

　　５７２-０８２６・大阪府寝屋川市南水苑町・なんすいえんちよう

　　５７２-００４３・大阪府寝屋川市錦町・にしきちよう

　　５７２-００２８・大阪府寝屋川市日新町・につしんちよう

　　５７２-００６６・大阪府寝屋川市仁和寺町・にわじちよう

　　５７２-００７６・大阪府寝屋川市仁和寺本町・にわじほんまち

　　５７２-０８０１・大阪府寝屋川市寝屋・ねや

　　５７２-０８５４・大阪府寝屋川市寝屋川公園・ねやがわこうえん

　　５７２-０８５１・大阪府寝屋川市寝屋北町・ねやきたまち

　　５７２-０８５２・大阪府寝屋川市寝屋新町・ねやしんまち

　　５７２-０８５５・大阪府寝屋川市寝屋南・ねやみなみ

　　５７２-０８４８・大阪府寝屋川市秦町・はだちよう

　　５７２-００１４・大阪府寝屋川市八幡台・はちまんだい

　　５７２-０８３３・大阪府寝屋川市初町・はつちよう

　　５７２-０８３７・大阪府寝屋川市早子町・はやこちよう

　　５７２-００４２・大阪府寝屋川市東大利町・ひがしおおとしちよう

　　５７２-００４５・大阪府寝屋川市東神田町・ひがしかみだちよう

　　５７２-００８１・大阪府寝屋川市東香里園町・ひがしこおりえんちよう

　　５７２-０８３５・大阪府寝屋川市日之出町・ひのでちよう

　　５７２-０８３９・大阪府寝屋川市平池町・ひらいけちよう

　　５７２-０８１４・大阪府寝屋川市堀溝・ほりみぞ

　　５７２-０８１０・大阪府寝屋川市堀溝北町・ほりみぞきたまち

　　５７２-０８３２・大阪府寝屋川市本町・ほんまち

　　５７２-００８６・大阪府寝屋川市松屋町・まつやちよう

　　５７２-００１３・大阪府寝屋川市三井が丘・みいがおか

　　５７２-０００７・大阪府寝屋川市美井町・みいちよう

　　５７２-００１９・大阪府寝屋川市三井南町・みいみなみまち

　　５７２-０００６・大阪府寝屋川市美井元町・みいもとまち

　　５７２-００２２・大阪府寝屋川市緑町・みどりまち

　　５７２-００５５・大阪府寝屋川市御幸東町・みゆきひがしまち

　　５７２-００５６・大阪府寝屋川市御幸西町・みゆきにしまち

　　５７２-００１１・大阪府寝屋川市明徳・めいとく

　　５７２-０８６３・大阪府寝屋川市明和・めいわ

　　５７２-０８３８・大阪府寝屋川市八坂町・やさかちよう

　　５７２-００３１・大阪府寝屋川市若葉町・わかはﾞちよう

　　５８６-００００・大阪府河内長野市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５８６-００９５・大阪府河内長野市あかしあ台・あかしあだい

　　５８６-００８４・大阪府河内長野市旭ケ丘・あさひがおか

　　５８６-００８６・大阪府河内長野市天野町・あまのちよう



　　５８６-００６２・大阪府河内長野市天見・あまみ

　　５８６-００６９・大阪府河内長野市石仏・いしほﾞとけ

　　５８６-００５８・大阪府河内長野市石見川・いしみがわ

　　５８６-０００２・大阪府河内長野市市町・いちちよう

　　５８６-００６１・大阪府河内長野市岩瀬・いわぜ

　　５８６-００３４・大阪府河内長野市上田町・うえだちよう

　　５８６-００３７・大阪府河内長野市上原町・うわはらちよう

　　５８６-００３８・大阪府河内長野市上原西町・うわはらにしまち

　　５８６-００５６・大阪府河内長野市太井・おおい

　　５８６-００７５・大阪府河内長野市大矢船中町・おおやぶねなかまち

　　５８６-００７３・大阪府河内長野市大矢船西町・おおやぶねにしまち

　　５８６-００７４・大阪府河内長野市大矢船南町・おおやぶねみなみまち

　　５８６-００７６・大阪府河内長野市大矢船北町・おおやぶねきたまち

　　５８６-００３５・大阪府河内長野市小塩町・おしおちよう

　　５８６-００９４・大阪府河内長野市小山田町・おやまだちよう

　　５８６-００７１・大阪府河内長野市加賀田・かがた

　　５８６-００５４・大阪府河内長野市神ガ丘・かみがおか

　　５８６-００６４・大阪府河内長野市唐久谷・からくだに

　　５８６-００５２・大阪府河内長野市河合寺・かわいでら

　　５８６-００１２・大阪府河内長野市菊水町・きくすいちよう

　　５８６-００６８・大阪府河内長野市北青葉台・きたあおはﾞだい

　　５８６-００９１・大阪府河内長野市北貴望ケ丘・きたきほﾞうがおか

　　５８６-００３３・大阪府河内長野市喜多町・きたちよう

　　５８６-０００１・大阪府河内長野市木戸・きど

　　５８６-０００９・大阪府河内長野市木戸西町・きどにしまち

　　５８６-０００８・大阪府河内長野市木戸東町・きどひがしまち

　　５８６-０００１・大阪府河内長野市木戸町・きどちよう

　　５８６-００４３・大阪府河内長野市清見台・きよみだい

　　５８６-００９７・大阪府河内長野市桐ケ丘・きりがおか

　　５８６-００３９・大阪府河内長野市楠ケ丘・くすがおか

　　５８６-０００３・大阪府河内長野市楠町東・ くすのきちようひがじ

　　５８６-０００４・大阪府河内長野市楠町西・ くすのきちようにじ

　　５８６-００２６・大阪府河内長野市寿町・ことぶきちよう

　　５８６-００５７・大阪府河内長野市小深・こぶか

　　５８６-００３２・大阪府河内長野市栄町・さかえちよう

　　５８６-００１１・大阪府河内長野市汐の宮町・しおのみやちよう

　　５８６-００６６・大阪府河内長野市清水・しみず

　　５８６-００８７・大阪府河内長野市下里町・しもざとちよう

　　５８６-００９６・大阪府河内長野市自由ケ丘・じゆうがおか

　　５８６-００２５・大阪府河内長野市昭栄町・しようえいちよう

　　５８６-００５１・大阪府河内長野市末広町・すえひろちよう

　　５８６-００９３・大阪府河内長野市荘園町・そうえんちよう

　　５８６-００４１・大阪府河内長野市大師町・だいしちよう

　　５８６-００７２・大阪府河内長野市滝畑・たきはた

　　５８６-００３６・大阪府河内長野市高向・たこう

　　５８６-００２７・大阪府河内長野市千代田台町・ちよだだいちよう

　　５８６-００１８・大阪府河内長野市千代田南町・ちよだみなみちよう

　　５８６-００５３・大阪府河内長野市寺元・てらもと

　　５８６-００４６・大阪府河内長野市中片添町・なかかたそえちよう

　　５８６-００１４・大阪府河内長野市長野町・ながのちよう

　　５８６-００６３・大阪府河内長野市流谷・ながれだに

　　５８６-００７７・大阪府河内長野市南花台・なんかだい

　　５８６-００４７・大阪府河内長野市西片添町・にしかたそえちよう

　　５８６-００３１・大阪府河内長野市錦町・にしきちよう

　　５８６-００１６・大阪府河内長野市西代町・にしだいちよう

　　５８６-００２４・大阪府河内長野市西之山町・にしのやまちよう

　　５８６-００４２・大阪府河内長野市日東町・につとうちよう

　　５８６-００２３・大阪府河内長野市野作町・のさくちよう

　　５８６-００５５・大阪府河内長野市鳩原・はとはら

　　５８６-００２１・大阪府河内長野市原町・はらちよう

　　５８６-００４５・大阪府河内長野市東片添町・ひがしかたそえちよう

　　５８６-００８５・大阪府河内長野市日野・ひの

　　５８６-００１７・大阪府河内長野市古野町・ふるのちよう

　　５８６-００２２・大阪府河内長野市本多町・ほんだちよう

　　５８６-００１５・大阪府河内長野市本町・ほんまち

　　５８６-０００６・大阪府河内長野市松ケ丘中町・まつがおかなかまち

　　５８６-０００７・大阪府河内長野市松ケ丘東町・まつがおかひがしまち

　　５８６-０００５・大阪府河内長野市松ケ丘西町・まつがおかにしまち

　　５８６-００４４・大阪府河内長野市美加の台・みかのだい

　　５８６-００４８・大阪府河内長野市三日市町・みつかいちちよう



　　５８６-００８２・大阪府河内長野市緑ケ丘中町・みどりがおかなかまち

　　５８６-００８３・大阪府河内長野市緑ケ丘南町・みどりがおかみなみまち

　　５８６-００８１・大阪府河内長野市緑ケ丘北町・みどりがおかきたまち

　　５８６-００６７・大阪府河内長野市南青葉台・みなみあおはﾞだい

　　５８６-００６５・大阪府河内長野市南ケ丘・みなみがおか

　　５８６-００９２・大阪府河内長野市南貴望ケ丘・みなみきほﾞうがおか

　　５８６-００１３・大阪府河内長野市向野町・むかいのちよう

　　５８０-００００・大阪府松原市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５８０-００４３・大阪府松原市阿保・あお

　　５８０-００３２・大阪府松原市天美東・ あまみひがじ

　　５８０-００３４・大阪府松原市天美西・ あまみにじ

　　５８０-００３３・大阪府松原市天美南・あまみみなみ

　　５８０-００３１・大阪府松原市天美北・あまみきた

　　５８０-００２６・大阪府松原市天美我堂・あまみがどう

　　５８０-００１６・大阪府松原市上田・うえだ

　　５８０-０００６・大阪府松原市大堀・おおほﾞり

　　５８０-００１４・大阪府松原市岡・おか

　　５８０-０００２・大阪府松原市小川・おがわ

　　５８０-００２２・大阪府松原市河合・かわい

　　５８０-００２５・大阪府松原市北新町・きたしんまち

　　５８０-００１７・大阪府松原市柴垣・しはﾞがき

　　５８０-００１５・大阪府松原市新堂・しんどう

　　５８０-００４４・大阪府松原市田井城・たいじよう

　　５８０-００２１・大阪府松原市高見の里・たかみのさと

　　５８０-００１２・大阪府松原市立部・たつべ

　　５８０-００１３・大阪府松原市丹南・たんなん

　　５８０-００１１・大阪府松原市西大塚・にしおおつか

　　５８０-０００４・大阪府松原市西野々・にしのの

　　５８０-００２４・大阪府松原市東新町・ひがししんまち

　　５８０-０００３・大阪府松原市一津屋・ひとつや

　　５８０-０００５・大阪府松原市別所・べつしよ

　　５８０-００４２・大阪府松原市松ケ丘・まつがおか

　　５８０-００２３・大阪府松原市南新町・みなみしんまち

　　５８０-００４６・大阪府松原市三宅中・みやけなか

　　５８０-００４１・大阪府松原市三宅東・ みやけひがじ

　　５８０-００４５・大阪府松原市三宅西・ みやけにじ

　　５８０-０００１・大阪府松原市若林・ わかはﾞやじ

　　５７４-００００・大阪府大東市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５７４-００４６・大阪府大東市赤井・あかい

　　５７４-００７６・大阪府大東市曙町・あけほﾞのちよう

　　５７４-０００３・大阪府大東市明美の里町・あけみのさとちよう

　　５７４-００２４・大阪府大東市泉町・いずみまち

　　５７４-００３２・大阪府大東市栄和町・えいわちよう

　　５７４-００３３・大阪府大東市扇町・おうぎまち

　　５７４-００４２・大阪府大東市大野・おおの

　　５７４-０００１・大阪府大東市学園町・がくえんちよう

　　５７４-００３１・大阪府大東市川中新町・かわなかしんまち

　　５７４-０００７・大阪府大東市北楠の里町・きたくすのさとちよう

　　５７４-０００８・大阪府大東市北新町・きたしんまち

　　５７４-００２５・大阪府大東市御供田・ごくでん

　　５７４-００６４・大阪府大東市御領・ごりよう

　　５７４-００２８・大阪府大東市幸町・さいわいちよう

　　５７４-００７７・大阪府大東市三箇・さんが

　　５７４-００３５・大阪府大東市三洋町・さんようちよう

　　５７４-００５３・大阪府大東市新田旭町・しんでんあさひまち

　　５７４-００５１・大阪府大東市新田境町・しんでんさかいまち

　　５７４-００５６・大阪府大東市新田中町・しんでんなかまち

　　５７４-００５７・大阪府大東市新田西町・しんでんにしまち

　　５７４-００５２・大阪府大東市新田北町・しんでんきたまち

　　５７４-００５４・大阪府大東市新田東本町・しんでんひがしほんまち

　　５７４-００５５・大阪府大東市新田本町・しんでんほんまち

　　５７４-００３７・大阪府大東市新町・しんまち

　　５７４-００３６・大阪府大東市末広町・すえひろちよう

　　５７４-００２６・大阪府大東市住道・すみのどう

　　５７４-００６１・大阪府大東市大東町・だいとうちよう

　　５７４-００４５・大阪府大東市太子田・たしでん

　　５７４-００１２・大阪府大東市龍間・たつま

　　５７４-００７４・大阪府大東市谷川・たにがわ

　　５７４-００１７・大阪府大東市津の辺町・つのべちよう

　　５７４-００１４・大阪府大東市寺川・てらがわ



　　５７４-００１３・大阪府大東市中垣内・なかがいと

　　５７４-０００６・大阪府大東市中楠の里町・なかくすのさとちよう

　　５７４-００６３・大阪府大東市南郷町・なんごうちよう

　　５７４-０００２・大阪府大東市錦町・にしきちよう

　　５７４-０００５・大阪府大東市西楠の里町・にしくすのさとちよう

　　５７４-００１５・大阪府大東市野崎・のざき

　　５７４-００４３・大阪府大東市灰塚・はいつﾞか

　　５７４-００４１・大阪府大東市浜町・はままち

　　５７４-００６２・大阪府大東市氷野・ひの

　　５７４-００２２・大阪府大東市平野屋・ひらのや

　　５７４-００２１・大阪府大東市平野屋新町・ひらのやしんまち

　　５７４-００７２・大阪府大東市深野・ふこの

　　５７４-００７５・大阪府大東市深野南町・ふこのみなみちよう

　　５７４-００７１・大阪府大東市深野北・ふこのきた

　　５７４-００１１・大阪府大東市北条・ほうじよう

　　５７４-００３４・大阪府大東市朋来・ほうらい

　　５７４-００２７・大阪府大東市三住町・みすみちよう

　　５７４-００７３・大阪府大東市緑が丘・みどりがおか

　　５７４-０００４・大阪府大東市南楠の里町・みなみくすのさとちよう

　　５７４-００２３・大阪府大東市南新田・みなみしんでん

　　５７４-００１６・大阪府大東市南津の辺町・みなみつのべちよう

　　５７４-００４４・大阪府大東市諸福・もろふく

　　５９４-００００・大阪府和泉市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５９４-１１５３・大阪府和泉市青葉台・あおはﾞだい

　　５９４-００５３・大阪府和泉市芦部町・あしべちよう

　　５９４-１１５７・大阪府和泉市あゆみ野・あゆみの

　　５９４-００８３・大阪府和泉市池上町・いけがみちよう

　　５９４-００３２・大阪府和泉市池田下町・いけだしもちよう

　　５９４-００５４・大阪府和泉市一条院町・いちじよういんちよう

　　５９４-００７２・大阪府和泉市井ノ口町・いのくちちよう

　　５９４-００４１・大阪府和泉市いぶき野・いぶきの

　　５９４-００６３・大阪府和泉市今福町・いまふくちよう

　　５９４-００１１・大阪府和泉市上代町・うえだいちよう

　　５９４-１１５６・大阪府和泉市内田町・うちだちよう

　　５９４-１１０３・大阪府和泉市浦田町・うらだちよう

　　５９４-０００４・大阪府和泉市王子町・おうじちよう

　　５９４-１１３４・大阪府和泉市大野町・おおのちよう

　　５９４-１１２８・大阪府和泉市岡町・おかちよう

　　５９４-００７４・大阪府和泉市小田町・おだちよう

　　５９４-０００６・大阪府和泉市尾井町・おのいちよう

　　５９４-１１２７・大阪府和泉市小野田町・おのだちよう

　　５９４-００１２・大阪府和泉市小野町・おのちよう

　　５９４-１１１７・大阪府和泉市鍛治屋町・かじやちよう

　　５９４-０００２・大阪府和泉市上町・かみちよう

　　５９４-１１５１・大阪府和泉市唐国町・からくにちよう

　　５９４-００６５・大阪府和泉市観音寺町・かんのんじちよう

　　５９４-１１２２・大阪府和泉市北田中町・きただなかちよう

　　５９４-１１２６・大阪府和泉市九鬼町・くきちよう

　　５９４-００８１・大阪府和泉市葛の葉町・くずのはちよう

　　５９４-１１１３・大阪府和泉市黒石町・くろいしちよう

　　５９４-００２２・大阪府和泉市黒鳥町・くろどりちよう

　　５９４-００６６・大阪府和泉市桑原町・くわはﾞらちよう

　　５９４-１１１１・大阪府和泉市光明台・こうみようだい

　　５９４-１１１４・大阪府和泉市国分町・こくぶちよう

　　５９４-０００５・大阪府和泉市幸・さいわい

　　５９４-００５２・大阪府和泉市阪本町・さかもとちよう

　　５９４-００２１・大阪府和泉市山荘町・さんそうちよう

　　５９４-１１２１・大阪府和泉市下宮町・しものみやちよう

　　５９４-１１２５・大阪府和泉市善正町・ぜんしようちよう

　　５９４-０００３・大阪府和泉市太町・たいちよう

　　５９４-１１３２・大阪府和泉市父鬼町・ちちおにちよう

　　５９４-１１３５・大阪府和泉市坪井町・つほﾞいちよう

　　５９４-００１３・大阪府和泉市鶴山台・つるやまだい

　　５９４-１１４４・大阪府和泉市テクノステージ・てくのすてｰじ

　　５９４-００６４・大阪府和泉市寺門町・てらかどちよう

　　５９４-００６２・大阪府和泉市寺田町・てらだちよう

　　５９４-００８２・大阪府和泉市富秋町・とみあきちよう

　　５９４-１１２４・大阪府和泉市南面利町・なめりちよう

　　５９４-１１１６・大阪府和泉市納花町・のうけちよう

　　５９４-１１０５・大阪府和泉市のぞみ野・のぞみの



　　５９４-００２３・大阪府和泉市伯太町・はかたちよう

　　５９４-１１０６・大阪府和泉市はつが野・はつがの

　　５９４-１１３３・大阪府和泉市春木川町・はるきがわちよう

　　５９４-１１４１・大阪府和泉市春木町・はるきちよう

　　５９４-００７５・大阪府和泉市繁和町・はんわちよう

　　５９４-００５１・大阪府和泉市東阪本町・ひがしさかもとちよう

　　５９４-００７６・大阪府和泉市肥子町・ひこちよう

　　５９４-１１４２・大阪府和泉市久井町・ひさいちよう

　　５９４-１１１５・大阪府和泉市平井町・ひらいちよう

　　５９４-１１２３・大阪府和泉市福瀬町・ふくぜちよう

　　５９４-００３１・大阪府和泉市伏屋町・ふせやちよう

　　５９４-００７１・大阪府和泉市府中町・ふちゆうちよう

　　５９４-１１３６・大阪府和泉市仏並町・ぶつなみちよう

　　５９４-０００１・大阪府和泉市舞町・まいちよう

　　５９４-１１３１・大阪府和泉市槇尾山町・まきおさんちよう

　　５９４-１１５４・大阪府和泉市松尾寺町・まつおじちよう

　　５９４-１１５２・大阪府和泉市まなび野・まなびの

　　５９４-１１０４・大阪府和泉市万町・まんちよう

　　５９４-００４２・大阪府和泉市箕形町・みがたちよう

　　５９４-１１１８・大阪府和泉市みずき台・みずきだい

　　５９４-１１５５・大阪府和泉市緑ケ丘・みどりがおか

　　５９４-１１１２・大阪府和泉市三林町・みはﾞやしちよう

　　５９４-１１０１・大阪府和泉市室堂町・むろどうちよう

　　５９４-００６１・大阪府和泉市弥生町・やよいちよう

　　５９４-１１４３・大阪府和泉市若樫町・わかかしちよう

　　５９４-００７３・大阪府和泉市和気町・わけちよう

　　５９４-１１０２・大阪府和泉市和田町・わだちよう

　　５６２-００００・大阪府箕面市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５６２-００２５・大阪府箕面市粟生外院・あおげいん

　　５６２-００２４・大阪府箕面市粟生新家・あおしんけ

　　５６２-００２１・大阪府箕面市粟生間谷・あおまだに

　　５６２-００２２・大阪府箕面市粟生間谷東・ あおまだにひがじ

　　５６２-００２３・大阪府箕面市粟生間谷西・ あおまだににじ

　　５６２-００２７・大阪府箕面市石丸・いしまる

　　５６２-００１５・大阪府箕面市稲・いな

　　５６２-００３３・大阪府箕面市今宮・いまみや

　　５６２-００３１・大阪府箕面市小野原東・ おのはらひがじ

　　５６２-００３２・大阪府箕面市小野原西・ おのはらにじ

　　５６２-０００６・大阪府箕面市温泉町・おんせんちよう

　　５６３-０２５１・大阪府箕面市上止々呂美・かみとどろみ

　　５６２-００１４・大阪府箕面市萱野・かやの

　　５６２-００２６・大阪府箕面市外院・げいん

　　５６２-００２８・大阪府箕面市彩都粟生南・さいとあおみなみ

　　５６２-００２９・大阪府箕面市彩都粟生北・さいとあおきた

　　５６２-００４１・大阪府箕面市桜・さくら

　　５６２-００４３・大阪府箕面市桜井・さくらい

　　５６２-００４６・大阪府箕面市桜ケ丘・さくらがおか

　　５６３-０２５２・大阪府箕面市下止々呂美・しもとどろみ

　　５６３-０２５６・大阪府箕面市森町北・しんまちきた

　　５６３-０２５７・大阪府箕面市森町中・しんまちなか

　　５６３-０２５５・大阪府箕面市森町西・ しんまちにじ

　　５６３-０２５８・大阪府箕面市森町南・しんまちみなみ

　　５６２-００４５・大阪府箕面市瀬川・せがわ

　　５６２-００３５・大阪府箕面市船場東・ せんはﾞひがじ

　　５６２-００３６・大阪府箕面市船場西・ せんはﾞにじ

　　５６２-０００５・大阪府箕面市新稲・にいな

　　５６２-０００３・大阪府箕面市西小路・にししようじ

　　５６２-００３４・大阪府箕面市西宿・にしじゆく

　　５６２-００１１・大阪府箕面市如意谷・によいだに

　　５６２-００１２・大阪府箕面市白島・はくのしま

　　５６２-００４４・大阪府箕面市半町・はんじよう

　　５６２-００４２・大阪府箕面市百楽荘・ひやくらくそう

　　５６２-００１３・大阪府箕面市坊島・ほﾞうのしま

　　５６２-０００４・大阪府箕面市牧落・まきおち

　　５６２-０００１・大阪府箕面市箕面・みのお

　　５６２-０００２・大阪府箕面市箕面公園・みのおこうえん

　　５８２-００００・大阪府柏原市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５８２-００１４・大阪府柏原市青谷・あおたに

　　５８２-００２６・大阪府柏原市旭ケ丘・あさひがおか

　　５８２-００１６・大阪府柏原市安堂町・あんどうちよう



　　５８２-００２９・大阪府柏原市石川町・いしかわちよう

　　５８２-０００２・大阪府柏原市今町・いままち

　　５８２-００２７・大阪府柏原市円明町・えんみようちよう

　　５８２-００１８・大阪府柏原市大県・おおがた

　　５８２-００２０・大阪府柏原市片山町・かたやまちよう

　　５８２-０００７・大阪府柏原市上市・かみいち

　　５８２-００１２・大阪府柏原市雁多尾畑・かりんどおはﾞた

　　５８２-０００４・大阪府柏原市河原町・かわはらちよう

　　５８２-０００６・大阪府柏原市清州・きよす

　　５８２-００２２・大阪府柏原市国分市場・こくぶいちはﾞ

　　５８２-００２３・大阪府柏原市国分東条町・こくぶひがんじようちよう

　　５８２-００２１・大阪府柏原市国分本町・こくぶほんまち

　　５８２-００２５・大阪府柏原市国分西・ こくぶにじ

　　５８２-０００９・大阪府柏原市大正・たいしよう

　　５８２-００１７・大阪府柏原市太平寺・たいへいじ

　　５８２-００１５・大阪府柏原市高井田・たかいだ

　　５８２-００２４・大阪府柏原市田辺・たなべ

　　５８２-００２８・大阪府柏原市玉手町・たまてちよう

　　５８２-００１３・大阪府柏原市峠・とうげ

　　５８２-０００３・大阪府柏原市堂島町・どうじまちよう

　　５８２-００１９・大阪府柏原市平野・ひらの

　　５８２-０００８・大阪府柏原市古町・ふるまち

　　５８２-０００５・大阪府柏原市法善寺・ほうぜんじ

　　５８２-０００１・大阪府柏原市本郷・ほんごう

　　５８２-００１１・大阪府柏原市本堂・ほんどう

　　５８２-００１０・大阪府柏原市山ノ井町・やまのいちよう

　　５８３-００００・大阪府羽曳野市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５８３-０８４２・大阪府羽曳野市飛鳥・あすか

　　５８３-０８７６・大阪府羽曳野市伊賀・いが

　　５８３-０８５１・大阪府羽曳野市碓井・うすい

　　５８３-０８８６・大阪府羽曳野市恵我之荘・えがのしよう

　　５８３-０８４７・大阪府羽曳野市大黒・おぐろ

　　５８３-０８６８・大阪府羽曳野市学園前・がくえんまえ

　　５８３-０８７５・大阪府羽曳野市樫山・かしやま

　　５８３-０８５４・大阪府羽曳野市軽里・かるさと

　　５８３-０８６７・大阪府羽曳野市河原城・かわはらじよう

　　５８３-０８４８・大阪府羽曳野市川向・かわむかい

　　５８３-０８６３・大阪府羽曳野市蔵之内・くらのうち

　　５８３-０８７４・大阪府羽曳野市郡戸・こおず

　　５８３-０８４１・大阪府羽曳野市駒ケ谷・こまがたに

　　５８３-０８５７・大阪府羽曳野市誉田・こんだ

　　５８３-０８５３・大阪府羽曳野市栄町・さかえまち

　　５８３-０８８１・大阪府羽曳野市島泉・しまいずみ

　　５８３-０８６２・大阪府羽曳野市尺度・しやくど

　　５８３-０８５５・大阪府羽曳野市翠鳥園・すいちようえん

　　５８３-０８８２・大阪府羽曳野市高鷲・ たかわじ

　　５８３-０８４３・大阪府羽曳野市通法寺・つうほうじ

　　５８３-０８４４・大阪府羽曳野市壺井・つほﾞい

　　５８３-０８６１・大阪府羽曳野市西浦・にしうら

　　５８３-０８８４・大阪府羽曳野市野・の

　　５８３-０８７１・大阪府羽曳野市野々上・ののうえ

　　５８３-０８５６・大阪府羽曳野市白鳥・はくちよう

　　５８３-０８６６・大阪府羽曳野市埴生野・はにゆうの

　　５８３-０８６４・大阪府羽曳野市羽曳が丘・はびきがおか

　　５８３-０８６５・大阪府羽曳野市羽曳が丘西・ はびきがおかにじ

　　５８３-０８７２・大阪府羽曳野市はびきの・はびきの

　　５８３-０８４６・大阪府羽曳野市東阪田・ひがしさかた

　　５８３-０８４５・大阪府羽曳野市広瀬・ひろせ

　　５８３-０８５２・大阪府羽曳野市古市・ふるいち

　　５８３-０８８５・大阪府羽曳野市南恵我之荘・みなみえがのしよう

　　５８３-０８５８・大阪府羽曳野市南古市・みなみふるいち

　　５８３-０８８３・大阪府羽曳野市向野・むかいの

　　５８３-０８７３・大阪府羽曳野市桃山台・ももやまだい

　　５７１-００００・大阪府門真市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５７１-００６１・大阪府門真市朝日町・あさひちよう

　　５７１-００６７・大阪府門真市石原町・いしはらちよう

　　５７１-００５３・大阪府門真市泉町・いずみまち

　　５７１-００３３・大阪府門真市一番町・いちはﾞんちよう

　　５７１-００２８・大阪府門真市打越・ うちこじ

　　５７１-００２９・大阪府門真市打越町・うちこしちよう



　　５７１-００１２・大阪府門真市江端町・えはﾞたちよう

　　５７１-００７６・大阪府門真市大池町・おおいけちよう

　　５７１-００６８・大阪府門真市大倉町・おおくらちよう

　　５７１-００７７・大阪府門真市大橋町・おおはしちよう

　　５７１-００２２・大阪府門真市沖町・おきまち

　　５７１-００６５・大阪府門真市垣内町・かきうちちよう

　　５７１-００５０・大阪府門真市門真・かどま

　　５７１-００７１・大阪府門真市上島町・かみしまちよう

　　５７１-００７０・大阪府門真市上野口町・かみのぐちちよう

　　５７１-０００２・大阪府門真市岸和田・きしわだ

　　５７１-０００７・大阪府門真市北岸和田・きたきしわだ

　　５７１-００２５・大阪府門真市北島・きたじま

　　５７１-００１８・大阪府門真市北島東町・きたじまひがしまち

　　５７１-００２６・大阪府門真市北島町・きたじまちよう

　　５７１-００７３・大阪府門真市北巣本町・きたすもとちよう

　　５７１-００４３・大阪府門真市桑才新町・くわざいしんまち

　　５７１-００３５・大阪府門真市桑才町・くわざいちよう

　　５７１-００６６・大阪府門真市幸福町・こうふくちよう

　　５７１-００３２・大阪府門真市寿町・ことぶきちよう

　　５７１-００４７・大阪府門真市栄町・さかえまち

　　５７１-００２７・大阪府門真市五月田町・さつきだちよう

　　５７１-００１７・大阪府門真市四宮・しのみや

　　５７１-００１６・大阪府門真市島頭・しまがしら

　　５７１-００７５・大阪府門真市下島町・しもしまちよう

　　５７１-０００９・大阪府門真市下馬伏町・しもまぶしちよう

　　５７１-００５８・大阪府門真市小路町・しようじちよう

　　５７１-００６３・大阪府門真市常称寺町・じようしようじちよう

　　５７１-００７２・大阪府門真市城垣町・しろがきちよう

　　５７１-００４８・大阪府門真市新橋町・しんはﾞしちよう

　　５７１-００３０・大阪府門真市末広町・すえひろちよう

　　５７１-０００１・大阪府門真市巣本町・すもとちよう

　　５７１-００１３・大阪府門真市千石東町・せんごくひがしまち

　　５７１-００１４・大阪府門真市千石西町・せんごくにしまち

　　５７１-００５２・大阪府門真市月出町・つきでちよう

　　５７１-００５９・大阪府門真市堂山町・どうやまちよう

　　５７１-００７８・大阪府門真市常盤町・ときわちよう

　　５７１-００４５・大阪府門真市殿島町・とのしまちよう

　　５７１-００５５・大阪府門真市中町・なかまち

　　５７１-００２４・大阪府門真市野口・のぐち

　　５７１-００７９・大阪府門真市野里町・のざとちよう

　　５７１-００５４・大阪府門真市浜町・はままち

　　５７１-００３９・大阪府門真市速見町・はやみちよう

　　５７１-００３７・大阪府門真市ひえ島町・ひえじまちよう

　　５７１-０００８・大阪府門真市東江端町・ひがしえはﾞたちよう

　　５７１-００３４・大阪府門真市東田町・ひがしだちよう

　　５７１-００４２・大阪府門真市深田町・ふかだちよう

　　５７１-００２１・大阪府門真市舟田町・ふなだちよう

　　５７１-００３１・大阪府門真市古川町・ふるかわちよう

　　５７１-００４６・大阪府門真市本町・ほんまち

　　５７１-００４４・大阪府門真市松生町・まつおちよう

　　５７１-００５６・大阪府門真市松葉町・まつはﾞちよう

　　５７１-００１５・大阪府門真市三ツ島・みつしま

　　５７１-００６４・大阪府門真市御堂町・みどうちよう

　　５７１-０００５・大阪府門真市南野口町・みなみのぐちちよう

　　５７１-００６２・大阪府門真市宮野町・みやのちよう

　　５７１-００７４・大阪府門真市宮前町・みやまえちよう

　　５７１-００５１・大阪府門真市向島町・むこうじまちよう

　　５７１-００５７・大阪府門真市元町・もとまち

　　５７１-００３８・大阪府門真市柳田町・やなぎだちよう

　　５７１-００４１・大阪府門真市柳町・やなぎまち

　　５７１-００２３・大阪府門真市横地・よこち

　　５７１-００１１・大阪府門真市脇田町・わきたちよう

　　５６６-００００・大阪府摂津市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５６６-００５１・大阪府摂津市安威川南町・あいがわみなみまち

　　５６６-００３３・大阪府摂津市学園町・がくえんちよう

　　５６６-００４１・大阪府摂津市北別府町・きたべふちよう

　　５６６-００３４・大阪府摂津市香露園・こうろえん

　　５６６-００３２・大阪府摂津市桜町・さくらまち

　　５６６-００２３・大阪府摂津市正雀・しようじやく

　　５６６-００２４・大阪府摂津市正雀本町・しようじやくほんまち



　　５６６-００１２・大阪府摂津市庄屋・しようや

　　５６６-００３１・大阪府摂津市昭和園・しようわえん

　　５６６-００５５・大阪府摂津市新在家・しんざいけ

　　５６６-０００１・大阪府摂津市千里丘・せんりおか

　　５６６-０００２・大阪府摂津市千里丘新町・せんりおかしんまち

　　５６６-００１１・大阪府摂津市千里丘東・ せんりおかひがじ

　　５６６-００３５・大阪府摂津市鶴野・つるの

　　５６６-００６２・大阪府摂津市鳥飼上・とりかいかみ

　　５６６-００６４・大阪府摂津市鳥飼中・とりかいなか

　　５６６-００７１・大阪府摂津市鳥飼下・とりかいしも

　　５６６-００６５・大阪府摂津市鳥飼新町・とりかいしんまち

　　５６６-００５３・大阪府摂津市鳥飼野々・とりかいのの

　　５６６-００５４・大阪府摂津市鳥飼八防・とりかいはちほﾞう

　　５６６-００６１・大阪府摂津市鳥飼八町・とりかいはつちよう

　　５６６-００５２・大阪府摂津市鳥飼本町・とりかいほんまち

　　５６６-００６３・大阪府摂津市鳥飼銘木町・とりかいめいもくちよう

　　５６６-００７３・大阪府摂津市鳥飼和道・とりかいわどう

　　５６６-００７２・大阪府摂津市鳥飼西・ とりかいにじ

　　５６６-００４４・大阪府摂津市西一津屋・にしひとつや

　　５６６-００４７・大阪府摂津市浜町・はまちよう

　　５６６-００１３・大阪府摂津市阪急正雀・はんきゆうしようじやく

　　５６６-００２５・大阪府摂津市東正雀・ひがししようじやく

　　５６６-００７４・大阪府摂津市東一津屋・ひがしひとつや

　　５６６-００４２・大阪府摂津市東別府・ひがしべふ

　　５６６-００４３・大阪府摂津市一津屋・ひとつや

　　５６６-００４６・大阪府摂津市別府・べふ

　　５６６-００２２・大阪府摂津市三島・みしま

　　５６６-００２１・大阪府摂津市南千里丘・みなみせんりおか

　　５６６-００４５・大阪府摂津市南別府町・みなみべふちよう

　　５９２-００００・大阪府高石市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５９２-００１４・大阪府高石市綾園・あやぞの

　　５９２-００１１・大阪府高石市加茂・かも

　　５９２-０００１・大阪府高石市高砂・たかさご

　　５９２-０００４・大阪府高石市高師浜・たかしのはま

　　５９２-０００６・大阪府高石市高師浜丁・たかしのはまちよう

　　５９２-０００５・大阪府高石市千代田・ちよだ

　　５９２-００１３・大阪府高石市取石・ とりいじ

　　５９２-００１２・大阪府高石市西取石・ にしとりいじ

　　５９２-０００２・大阪府高石市羽衣・はごろも

　　５９２-０００２・大阪府高石市羽衣公園丁・はごろもこうえんちよう

　　５９２-０００３・大阪府高石市東羽衣・ひがしはごろも

　　５９５-００８１・大阪府高石市南高砂・みなみたかさご

　　５８３-００００・大阪府藤井寺市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５８３-００１５・大阪府藤井寺市青山・あおやま

　　５８３-０００４・大阪府藤井寺市梅が園町・うめがえんちよう

　　５８３-００３６・大阪府藤井寺市恵美坂・えみさか

　　５８３-０００８・大阪府藤井寺市大井・おおい

　　５８３-００２７・大阪府藤井寺市岡・おか

　　５８３-００２６・大阪府藤井寺市春日丘・かすがおか

　　５８３-００２５・大阪府藤井寺市春日丘新町・かすがおかしんまち

　　５８３-０００１・大阪府藤井寺市川北・かわきた

　　５８３-００３５・大阪府藤井寺市北岡・きたおか

　　５８３-０００６・大阪府藤井寺市国府・こう

　　５８３-００１３・大阪府藤井寺市古室・こむろ

　　５８３-００３３・大阪府藤井寺市小山・こやま

　　５８３-００３１・大阪府藤井寺市小山新町・こやましんまち

　　５８３-００３４・大阪府藤井寺市小山藤の里町・こやまふじのさとちよう

　　５８３-００３２・大阪府藤井寺市小山藤美町・こやまふじみちよう

　　５８３-００２３・大阪府藤井寺市さくら町・さくらちよう

　　５８３-００１１・大阪府藤井寺市沢田・さわだ

　　５８３-０００５・大阪府藤井寺市惣社・そうしや

　　５８３-００３７・大阪府藤井寺市津堂・つどう

　　５８３-００１２・大阪府藤井寺市道明寺・どうみようじ

　　５８３-０００９・大阪府藤井寺市西大井・にしおおい

　　５８３-００１８・大阪府藤井寺市西古室・にしこむろ

　　５８３-００１４・大阪府藤井寺市野中・のなか

　　５８３-０００７・大阪府藤井寺市林・ はやじ

　　５８３-００２２・大阪府藤井寺市東藤井寺町・ひがしふじいでらちよう

　　５８３-００２４・大阪府藤井寺市藤井寺・ふじいでら

　　５８３-００１７・大阪府藤井寺市藤ケ丘・ふじがおか



　　５８３-０００３・大阪府藤井寺市船橋町・ふなはしちよう

　　５８３-０００２・大阪府藤井寺市北條町・ほうじようちよう

　　５８３-００２１・大阪府藤井寺市御舟町・みふねちよう

　　５８３-００１６・大阪府藤井寺市陵南町・りようなんちよう

　　５７７-００００・大阪府東大阪市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５７９-８０４８・大阪府東大阪市旭町・あさひまち

　　５７７-０８４１・大阪府東大阪市足代・あじろ

　　５７７-００５７・大阪府東大阪市足代新町・あじろしんまち

　　５７７-０８４２・大阪府東大阪市足代南・あじろみなみ

　　５７７-００５８・大阪府東大阪市足代北・あじろきた

　　５７７-０８４３・大阪府東大阪市荒川・あらかわ

　　５７７-００２３・大阪府東大阪市荒本・あらもと

　　５７７-００２２・大阪府東大阪市荒本新町・あらもとしんまち

　　５７７-００２４・大阪府東大阪市荒本西・ あらもとにじ

　　５７７-００１１・大阪府東大阪市荒本北・あらもときた

　　５７９-８０６４・大阪府東大阪市池島町・いけしまちよう

　　５７９-８００２・大阪府東大阪市池之端町・いけのはたちよう

　　５７９-８０３３・大阪府東大阪市出雲井町・いずもいちよう

　　５７９-８０３４・大阪府東大阪市出雲井本町・いずもいほんまち

　　５７７-０００２・大阪府東大阪市稲田上町・いなだうえまち

　　５７７-０００４・大阪府東大阪市稲田新町・いなだしんまち

　　５７７-０００７・大阪府東大阪市稲田本町・いなだほんまち

　　５７７-０００３・大阪府東大阪市稲田三島町・いなだみしまちよう

　　５７８-０９２５・大阪府東大阪市稲葉・いなはﾞ

　　５７８-０９０３・大阪府東大阪市今米・いまごめ

　　５７８-０９４１・大阪府東大阪市岩田町・いわたちよう

　　５７８-０９４６・大阪府東大阪市瓜生堂・うりゆうどう

　　５７７-０８０９・大阪府東大阪市永和・えいわ

　　５７７-０８１７・大阪府東大阪市近江堂・おうみどう

　　５７７-０８２４・大阪府東大阪市大蓮東・ おおはすひがじ

　　５７７-０８２５・大阪府東大阪市大蓮南・おおはすみなみ

　　５７７-０８２６・大阪府東大阪市大蓮北・おおはすきた

　　５７７-０８３３・大阪府東大阪市柏田東町・かしたひがしまち

　　５７７-０８３４・大阪府東大阪市柏田本町・かしたほんまち

　　５７７-０８３５・大阪府東大阪市柏田西・ かしたにじ

　　５７７-０８２３・大阪府東大阪市金岡・かなおか

　　５７７-０８１５・大阪府東大阪市金物町・かなものちよう

　　５７８-０９０１・大阪府東大阪市加納・かのう

　　６３０-０２７１・大阪府東大阪市上石切町（２丁目８６３)・かみいしきりちよう

　　６３０-０２７１・大阪府東大阪市上石切町（１４５１)・かみいしきりちよう

　　５７９-８０１２・大阪府東大阪市上石切町（その他）・かみいしきりちよう(そのた)

　　５７７-０８０６・大阪府東大阪市上小阪・かみこさか

　　５７９-８０５２・大阪府東大阪市上四条町・かみしじようちよう

　　５７９-８０６２・大阪府東大阪市上六万寺町・かみろくまんじちよう

　　５７８-０９０５・大阪府東大阪市川田・かわだ

　　５７９-８０４４・大阪府東大阪市河内町・かわちちよう

　　５７８-０９０２・大阪府東大阪市川中・かわなか

　　５７７-００６３・大阪府東大阪市川俣・かわまた

　　５７７-００６４・大阪府東大阪市川俣本町・かわまたほんまち

　　５７９-８０５８・大阪府東大阪市神田町・かんだちよう

　　５７７-０８４７・大阪府東大阪市岸田堂南町・きしだどうみなみまち

　　５７７-０８４６・大阪府東大阪市岸田堂北町・きしだどうきたまち

　　５７７-０８４８・大阪府東大阪市岸田堂西・ きしだどうにじ

　　５７７-０８２７・大阪府東大阪市衣摺・きずり

　　５７９-８０１５・大阪府東大阪市北石切町・きたいしきりちよう

　　５７８-０９７８・大阪府東大阪市北鴻池町・きたこうのいけちよう

　　５７９-８０４３・大阪府東大阪市客坊町・きやくほﾞうちよう

　　５７９-８０４１・大阪府東大阪市喜里川町・きりかわちよう

　　５７９-８００３・大阪府東大阪市日下町・くさかちよう

　　５７７-０００６・大阪府東大阪市楠根・くすね

　　５７７-０８２２・大阪府東大阪市源氏ケ丘・げんじがおか

　　５７８-０９７７・大阪府東大阪市鴻池徳庵町・こうのいけとくあんちよう

　　５７８-０９７１・大阪府東大阪市鴻池本町・こうのいけほんまち

　　５７８-０９７４・大阪府東大阪市鴻池元町・こうのいけもとまち

　　５７８-０９７２・大阪府東大阪市鴻池町・こうのいけちよう

　　５７７-０８０１・大阪府東大阪市小阪・こさか

　　５７７-０８０２・大阪府東大阪市小阪本町・こさかほんまち

　　５７９-８０４２・大阪府東大阪市五条町・ごじようちよう

　　５７７-０８３７・大阪府東大阪市寿町・ことぶきちよう

　　５７８-０９１５・大阪府東大阪市古箕輪・こみのわ



　　５７７-０８１８・大阪府東大阪市小若江・こわかえ

　　５７９-８０４７・大阪府東大阪市桜町・さくらまち

　　５７７-０８４９・大阪府東大阪市三ノ瀬・さんのせ

　　５７７-００５２・大阪府東大阪市新喜多・しぎた

　　５７９-８０５３・大阪府東大阪市四条町・しじようちよう

　　５７７-０００５・大阪府東大阪市七軒家・しちけんや

　　５７７-０８３６・大阪府東大阪市渋川町・しぶかわちよう

　　５７８-０９８１・大阪府東大阪市島之内・しまのうち

　　５７７-０８０３・大阪府東大阪市下小阪・しもこさか

　　５７９-８０６６・大阪府東大阪市下六万寺町・しもろくまんじちよう

　　５７７-０８３１・大阪府東大阪市俊徳町・しゆんとくちよう

　　５７９-８０４６・大阪府東大阪市昭和町・しようわちよう

　　５７９-８０６５・大阪府東大阪市新池島町・しんいけしまちよう

　　５７７-０８１３・大阪府東大阪市新上小阪・しんかみこさか

　　５７７-００２５・大阪府東大阪市新家・しんけ

　　５７７-００２７・大阪府東大阪市新家中町・しんけなかまち

　　５７７-００２６・大阪府東大阪市新家東町・しんけひがしまち

　　５７７-００２８・大阪府東大阪市新家西町・しんけにしまち

　　５７８-０９６７・大阪府東大阪市新鴻池町・しんこうのいけちよう

　　５７８-０９６３・大阪府東大阪市新庄・しんじよう

　　５７８-０９５１・大阪府東大阪市新庄東・ しんじようひがじ

　　５７８-０９６４・大阪府東大阪市新庄西・ しんじようにじ

　　５７８-０９５８・大阪府東大阪市新庄南・しんじようみなみ

　　５７９-８０３７・大阪府東大阪市新町・しんまち

　　５７９-８０５５・大阪府東大阪市末広町・すえひろちよう

　　５７８-０９１２・大阪府東大阪市角田・すみだ

　　５７９-８００１・大阪府東大阪市善根寺町・ぜんこんじちよう

　　５７７-０８４４・大阪府東大阪市太平寺・たいへいじ

　　５７７-００５３・大阪府東大阪市高井田・たかいだ

　　５７７-００６５・大阪府東大阪市高井田中・たかいだなか

　　５７７-００６６・大阪府東大阪市高井田本通・たかいだほんどおり

　　５７７-００５４・大阪府東大阪市高井田元町・たかいだもとまち

　　５７７-００６７・大阪府東大阪市高井田西・ たかいだにじ

　　５７９-８０３６・大阪府東大阪市鷹殿町・たかどのちよう

　　５７９-８０２５・大阪府東大阪市宝町・たからまち

　　５７９-８０２３・大阪府東大阪市立花町・たちはﾞなちよう

　　５７８-０９３２・大阪府東大阪市玉串町東・ たまくしちようひがじ

　　５７８-０９３４・大阪府東大阪市玉串町西・ たまくしちようにじ

　　５７８-０９３３・大阪府東大阪市玉串元町・たまくしもとまち

　　５７７-００５５・大阪府東大阪市長栄寺・ちようえいじ

　　５７７-００５６・大阪府東大阪市長堂・ちようどう

　　５７７-０８４５・大阪府東大阪市寺前町・てらまえちよう

　　５７７-０００１・大阪府東大阪市徳庵本町・とくあんほんまち

　　５７７-０８１６・大阪府東大阪市友井・ともい

　　５７９-８０３１・大阪府東大阪市豊浦町・とようらちよう

　　５７９-８０３５・大阪府東大阪市鳥居町・とりいちよう

　　５７９-８０１４・大阪府東大阪市中石切町・なかいしきりちよう

　　５７８-０９７５・大阪府東大阪市中鴻池町・なかこうのいけちよう

　　５７７-０８０４・大阪府東大阪市中小阪・なかこさか

　　５７８-０９１１・大阪府東大阪市中新開・なかしんかい

　　５７７-０８３２・大阪府東大阪市長瀬町・ながせちよう

　　５７７-００１５・大阪府東大阪市長田・ながた

　　５７７-００１４・大阪府東大阪市長田内介・ながたないすけ

　　５７７-００１３・大阪府東大阪市長田中・ながたなか

　　５７７-００１２・大阪府東大阪市長田東・ ながたひがじ

　　５７７-００１６・大阪府東大阪市長田西・ ながたにじ

　　５７８-０９１３・大阪府東大阪市中野・なかの

　　５７８-０９８５・大阪府東大阪市中野南・なかのみなみ

　　５７９-８０２４・大阪府東大阪市南荘町・なんそうちよう

　　５７９-８０１３・大阪府東大阪市西石切町・にしいしきりちよう

　　５７８-０９４７・大阪府東大阪市西岩田・にしいわた

　　５７７-０８１１・大阪府東大阪市西上小阪・にしかみこさか

　　５７８-０９７６・大阪府東大阪市西鴻池町・にしこうのいけちよう

　　５７７-００４２・大阪府東大阪市西堤・にしつﾞつみ

　　５７７-００４４・大阪府東大阪市西堤学園町・にしつﾞつみがくえんちよう

　　５７７-００４７・大阪府東大阪市西堤楠町・にしつﾞつみくすのきちよう

　　５７７-００４８・大阪府東大阪市西堤西・ にしつつみにじ

　　５７７-００４５・大阪府東大阪市西堤本通東・ にしつﾞつみほんどおりひがじ

　　５７７-００４６・大阪府東大阪市西堤本通西・ にしつﾞつみほんどおりにじ

　　５７９-８０２１・大阪府東大阪市額田町・ぬかたちよう



　　５７９-８００４・大阪府東大阪市布市町・ぬのいちちよう

　　５７９-８０３８・大阪府東大阪市箱殿町・はこどのちよう

　　５７８-０９３１・大阪府東大阪市花園東町・はなぞのひがしまち

　　５７８-０９３６・大阪府東大阪市花園西町・はなぞのにしまち

　　５７８-０９３７・大阪府東大阪市花園本町・はなぞのほんまち

　　５７９-８０１１・大阪府東大阪市東石切町・ひがしいしきりちよう

　　５７７-０８１２・大阪府東大阪市東上小阪・ひがしかみこさか

　　５７８-０９７３・大阪府東大阪市東鴻池町・ひがしこうのいけちよう

　　５７９-８０３２・大阪府東大阪市東豊浦町・ひがしとようらちよう

　　５７９-８０２７・大阪府東大阪市東山町・ひがしやまちよう

　　５７８-０９８４・大阪府東大阪市菱江・ひしえ

　　５７８-０９４８・大阪府東大阪市菱屋東・ ひしやひがじ

　　５７７-０８０７・大阪府東大阪市菱屋西・ ひしやにじ

　　５７９-８０５１・大阪府東大阪市瓢箪山町・ひようたんやまちよう

　　５７７-００１７・大阪府東大阪市藤戸新田・ふじとしんでん

　　５７７-０８０５・大阪府東大阪市宝持・ほうじ

　　５７８-０９５３・大阪府東大阪市本庄・ほんじよう

　　５７８-０９５７・大阪府東大阪市本庄中・ほんじようなか

　　５７８-０９５２・大阪府東大阪市本庄東・ ほんじようひがじ

　　５７８-０９６５・大阪府東大阪市本庄西・ ほんじようにじ

　　５７９-８０４５・大阪府東大阪市本町・ほんまち

　　５７８-０９２２・大阪府東大阪市松原・まつはﾞら

　　５７８-０９２３・大阪府東大阪市松原南・まつはﾞらみなみ

　　５７７-００３２・大阪府東大阪市御厨・みくりや

　　５７７-００３６・大阪府東大阪市御厨栄町・みくりやさかえまち

　　５７７-００３５・大阪府東大阪市御厨中・みくりやなか

　　５７７-００３７・大阪府東大阪市御厨西ノ町・みくりやにしのちよう

　　５７７-００３３・大阪府東大阪市御厨東・ みくりやひがじ

　　５７７-００３４・大阪府東大阪市御厨南・みくりやみなみ

　　５７８-０９６６・大阪府東大阪市三島・みしま

　　５７８-０９２１・大阪府東大阪市水走・みずはい

　　５７７-０８１４・大阪府東大阪市南上小阪・みなみかみこさか

　　５７８-０９６１・大阪府東大阪市南鴻池町・みなみこうのいけちよう

　　５７９-８０５４・大阪府東大阪市南四条町・みなみしじようちよう

　　５７８-０９１４・大阪府東大阪市箕輪・みのわ

　　５７９-８０５７・大阪府東大阪市御幸町・みゆきちよう

　　５７９-８００５・大阪府東大阪市元町・もとまち

　　５７７-００６２・大阪府東大阪市森河内東・ もりかわちひがじ

　　５７７-００６１・大阪府東大阪市森河内西・ もりかわちにじ

　　５７９-８０２２・大阪府東大阪市山手町・やまてちよう

　　６３０-０２７２・大阪府東大阪市山手町（２０１７)・やまてちよう

　　６３０-０２７２・大阪府東大阪市山手町（２０１８)・やまてちよう

　　６３０-０２７２・大阪府東大阪市山手町（２０２７)・やまてちよう

　　６３０-０２７２・大阪府東大阪市山手町（２０２８)・やまてちよう

　　５７９-８０２６・大阪府東大阪市弥生町・やよいちよう

　　５７９-８０６３・大阪府東大阪市横小路町・よこしようじちよう

　　５７７-０８０８・大阪府東大阪市横沼町・よこぬまちよう

　　５７８-０９５４・大阪府東大阪市横枕・よこまくら

　　５７８-０９５６・大阪府東大阪市横枕西・ よこまくらにじ

　　５７８-０９５５・大阪府東大阪市横枕南・よこまくらみなみ

　　５７８-０９２４・大阪府東大阪市吉田・よした

　　５７８-０９８３・大阪府東大阪市吉田下島・よしたしもじま

　　５７８-０９８２・大阪府東大阪市吉田本町・よしたほんまち

　　５７８-０９０４・大阪府東大阪市吉原・よしはら

　　５７７-０８２１・大阪府東大阪市吉松・よしまつ

　　５７９-８０６１・大阪府東大阪市六万寺町・ろくまんじちよう

　　５７８-０９３５・大阪府東大阪市若江東町・わかえひがしまち

　　５７８-０９４３・大阪府東大阪市若江南町・わかえみなみまち

　　５７８-０９４５・大阪府東大阪市若江北町・わかえきたまち

　　５７８-０９４４・大阪府東大阪市若江西新町・わかえにししんまち

　　５７８-０９４２・大阪府東大阪市若江本町・わかえほんまち

　　５７９-８０５６・大阪府東大阪市若草町・わかくさちよう

　　５９０-０５００・大阪府泉南市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５９０-０５０１・大阪府泉南市兎田・うさいだ

　　５９０-０５３１・大阪府泉南市岡田・おかだ

　　５９０-０５２６・大阪府泉南市男里・おのさと

　　５９０-０５３２・大阪府泉南市北野・きたの

　　５９０-０５０３・大阪府泉南市新家・しんげ

　　５９０-０５０４・大阪府泉南市信達市場・しんだちいちはﾞ

　　５９０-０５２３・大阪府泉南市信達岡中・しんだちおかなか



　　５９０-０５０５・大阪府泉南市信達大苗代・しんだちおのしろ

　　５９０-０５１４・大阪府泉南市信達金熊寺・しんだちきんゆうじ

　　５９０-０５１３・大阪府泉南市信達楠畑・しんだちくすはﾞた

　　５９０-０５１１・大阪府泉南市信達葛畑・しんだちつずらはﾞた

　　５９０-０５２２・大阪府泉南市信達牧野・しんだちまきの

　　５９０-０５１５・大阪府泉南市信達六尾・しんだちむつお

　　５９０-０５１２・大阪府泉南市信達童子畑・しんだちわらつﾞはた

　　５４９-００２１・大阪府泉南市泉州空港南・せんしゆうくうこうみなみ

　　５９０-０５２１・大阪府泉南市樽井・たるい

　　５９０-０５３３・大阪府泉南市中小路・なこうじ

　　５９０-０５３４・大阪府泉南市鳴滝・なるたき

　　５９０-０５２５・大阪府泉南市馬場・はﾞはﾞ

　　５９０-０５２４・大阪府泉南市幡代・はたしろ

　　５９０-０５０２・大阪府泉南市別所・べつしよ

　　５９０-０５３５・大阪府泉南市りんくう南浜・りんくうみなみはま

　　５７５-００００・大阪府四條畷市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５７５-００３４・大阪府四條畷市江瀬美町・えせびちよう

　　５７５-００１１・大阪府四條畷市逢阪・おうさか

　　５７５-０００４・大阪府四條畷市岡山（)・おかやま

　　５７５-０００２・大阪府四條畷市岡山（丁目）・おかやま

　　５７５-０００３・大阪府四條畷市岡山東・ おかやまひがじ

　　５７５-００１４・大阪府四條畷市上田原・かみたわら

　　５７５-００４５・大阪府四條畷市雁屋西町・かりやにしまち

　　５７５-００３６・大阪府四條畷市雁屋南町・かりやみなみまち

　　５７５-００３５・大阪府四條畷市雁屋北町・かりやきたまち

　　５７５-００４３・大阪府四條畷市北出町・きたでちよう

　　５７５-００６３・大阪府四條畷市清瀧・きよたき

　　５７５-００６２・大阪府四條畷市清滝新町・きよたきしんまち

　　５７５-００６１・大阪府四條畷市清滝中町・きよたきなかまち

　　５７５-００３２・大阪府四條畷市米崎町・こめざきちよう

　　５７５-００１５・大阪府四條畷市さつきケ丘・さつきがおか

　　５７５-００４１・大阪府四條畷市蔀屋新町・しとみやしんまち

　　５７５-００４２・大阪府四條畷市蔀屋本町・しとみやほんまち

　　５７５-００１２・大阪府四條畷市下田原・しもたわら

　　５７５-０００１・大阪府四條畷市砂・すな

　　５７５-００１３・大阪府四條畷市田原台・たわらだい

　　５７５-００２４・大阪府四條畷市塚脇町・つかわきちよう

　　５７５-００５３・大阪府四條畷市中野（)・なかの

　　５７５-００５２・大阪府四條畷市中野（丁目）・なかの

　　５７５-００５４・大阪府四條畷市中野新町・なかのしんまち

　　５７５-００５１・大阪府四條畷市中野本町・なかのほんまち

　　５７５-００２３・大阪府四條畷市楠公・なんこう

　　５７５-００５５・大阪府四條畷市西中野・にしなかの

　　５７５-００４４・大阪府四條畷市二丁通町・にちようどおりちよう

　　５７５-００３３・大阪府四條畷市美田町・みたちよう

　　５７５-００２２・大阪府四條畷市南野（)・みなみの

　　５７５-００２１・大阪府四條畷市南野（丁目）・みなみの

　　５７５-００１６・大阪府四條畷市緑風台・りよくふうだい

　　５７６-００００・大阪府交野市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５７６-００６６・大阪府交野市青山・あおやま

　　５７６-００３４・大阪府交野市天野が原町・あまのがはらちよう

　　５７６-００５４・大阪府交野市幾野・いくの

　　５７６-００４２・大阪府交野市梅が枝・うめがえ

　　５７６-００３３・大阪府交野市私市（丁目）・きさいち

　　５７６-０００４・大阪府交野市私市（)・きさいち

　　５７６-００３２・大阪府交野市私市山手・きさいちやまて

　　５７６-００５２・大阪府交野市私部（丁目）・きさべ

　　５７６-０００２・大阪府交野市私部（)・きさべ

　　５７６-００４１・大阪府交野市私部西・ きさべにじ

　　５７６-００３５・大阪府交野市私部南・きさべみなみ

　　５７６-００５１・大阪府交野市倉治（丁目）・くらじ

　　５７６-０００１・大阪府交野市倉治（)・くらじ

　　５７６-００５３・大阪府交野市郡津・こうつﾞ

　　５７６-００６２・大阪府交野市神宮寺・じんぐうじ

　　５７６-００６３・大阪府交野市寺（丁目）・てら

　　５７６-０００６・大阪府交野市寺（)・てら

　　５７６-００６４・大阪府交野市寺南野・てらみなみの

　　５７６-００１３・大阪府交野市南星台・なんせいだい

　　５７６-００６１・大阪府交野市東倉治・ひがしくらじ

　　５７６-００２２・大阪府交野市藤が尾・ふじがお



　　５７６-０００３・大阪府交野市傍示・ほうじ

　　５７６-００１６・大阪府交野市星田（丁目）・ほしだ

　　５７６-００１１・大阪府交野市星田（)・ほしだ

　　５７６-００１４・大阪府交野市星田山手・ほしだやまて

　　５７６-００１５・大阪府交野市星田西・ ほしだにじ

　　５７６-００１７・大阪府交野市星田北・ほしだきた

　　５７６-００４３・大阪府交野市松塚・まつつﾞか

　　５７６-００２１・大阪府交野市妙見坂・みようけんざか

　　５７６-００１２・大阪府交野市妙見東・ みようけんひがじ

　　５７６-００６５・大阪府交野市向井田・むかいだ

　　５７６-０００５・大阪府交野市森・もり

　　５７６-００３１・大阪府交野市森南・もりみなみ

　　５７６-００３６・大阪府交野市森北・もりきた

　　５８９-００００・大阪府大阪狭山市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５８９-０００８・大阪府大阪狭山市池尻自由丘・いけじりじゆうがおか

　　５８９-０００７・大阪府大阪狭山市池尻中・いけじりなか

　　５８９-０００９・大阪府大阪狭山市池尻北・いけじりきた

　　５８９-００３１・大阪府大阪狭山市池之原・いけのはら

　　５８９-００２１・大阪府大阪狭山市今熊・いまくま

　　５８９-００３２・大阪府大阪狭山市岩室・いわむろ

　　５８９-００２３・大阪府大阪狭山市大野台・おおのだい

　　５８９-００１５・大阪府大阪狭山市大野中・おおのなか

　　５８９-００１４・大阪府大阪狭山市大野東・ おおのひがじ

　　５８９-００１６・大阪府大阪狭山市大野西・ おおのにじ

　　５８９-００１３・大阪府大阪狭山市茱萸木・くみのき

　　５８９-０００６・大阪府大阪狭山市金剛・こんごう

　　５８９-０００５・大阪府大阪狭山市狭山・さやま

　　５８９-００２２・大阪府大阪狭山市西山台・にしやまだい

　　５８９-００１１・大阪府大阪狭山市半田・はんだ

　　５８９-０００４・大阪府大阪狭山市東池尻・ひがしいけじり

　　５８９-００１２・大阪府大阪狭山市東茱萸木・ひがしくみのき

　　５８９-０００２・大阪府大阪狭山市東野中・ひがしのなか

　　５８９-０００３・大阪府大阪狭山市東野東・ ひがしのひがじ

　　５８９-０００１・大阪府大阪狭山市東野西・ ひがしのにじ

　　５８９-００３４・大阪府大阪狭山市山本中・やまもとなか

　　５８９-００３６・大阪府大阪狭山市山本東・ やまもとひがじ

　　５８９-００３３・大阪府大阪狭山市山本南・やまもとみなみ

　　５８９-００３５・大阪府大阪狭山市山本北・やまもときた

　　５９９-０２００・大阪府阪南市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５９９-０２２１・大阪府阪南市石田・いしだ

　　５９９-０２１３・大阪府阪南市和泉鳥取・いずみとつとり

　　５９９-０２０１・大阪府阪南市尾崎町・おざきちよう

　　５９９-０２３１・大阪府阪南市貝掛・かいかけ

　　５９９-０２０３・大阪府阪南市黒田・くろだ

　　５９９-０２２２・大阪府阪南市桑畑・くわはﾞた

　　５９９-０２２３・大阪府阪南市光陽台・こうようだい

　　５９９-０２１５・大阪府阪南市さつき台・さつきだい

　　５９９-０２１２・大阪府阪南市自然田・じねんだ

　　５９９-０２０２・大阪府阪南市下出・しもいで

　　５９９-０２０５・大阪府阪南市新町・しんまち

　　５９９-０２３４・大阪府阪南市淡輪・たんのわ

　　５９９-０２０４・大阪府阪南市鳥取・とつとり

　　５９９-０２１１・大阪府阪南市鳥取中・とつとりなか

　　５９９-０２２５・大阪府阪南市鳥取三井・とつとりみつい

　　５９９-０２３２・大阪府阪南市箱作・はこつくり

　　５９９-０２３５・大阪府阪南市箱の浦・はこのうら

　　５９９-０２２４・大阪府阪南市舞・まい

　　５９９-０２１６・大阪府阪南市緑ケ丘・みどりがおか

　　５９９-０２３３・大阪府阪南市南山中・みなみやまなか

　　５９９-０２３６・大阪府阪南市桃の木台・もものきだい

　　５９９-０２１４・大阪府阪南市山中渓・やまなかだに

　　６１８-００００・大阪府三島郡島本町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６１８-００１５・大阪府三島郡島本町青葉・あおはﾞ

　　６１８-００１３・大阪府三島郡島本町江川・えがわ

　　６１８-０００４・大阪府三島郡島本町大沢・おおさわ

　　６１８-００２２・大阪府三島郡島本町桜井・さくらい

　　６１８-００２３・大阪府三島郡島本町桜井台・さくらいだい

　　６１８-０００３・大阪府三島郡島本町尺代・しやくだい

　　６１８-００１２・大阪府三島郡島本町高浜・たかはま

　　６１８-０００２・大阪府三島郡島本町東大寺・とうだいじ



　　６１８-００２１・大阪府三島郡島本町百山・ひやくやま

　　６１８-００１１・大阪府三島郡島本町広瀬・ひろせ

　　６１８-００１４・大阪府三島郡島本町水無瀬・みなせ

　　６１８-０００１・大阪府三島郡島本町山崎・やまざき

　　６１８-００２４・大阪府三島郡島本町若山台・わかやまだい

　　５６３-０１００・大阪府豊能郡豊能町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５６３-０２１７・大阪府豊能郡豊能町川尻・かわしり

　　５６３-０２１５・大阪府豊能郡豊能町木代・きしろ

　　５６３-０２１４・大阪府豊能郡豊能町希望ケ丘・きほﾞうがおか

　　５６３-０２１３・大阪府豊能郡豊能町切畑・きりはた

　　５６３-０１０４・大阪府豊能郡豊能町光風台・こうふうだい

　　５６３-０１０５・大阪府豊能郡豊能町新光風台・しんこうふうだい

　　５６３-０２１６・大阪府豊能郡豊能町高山・たかやま

　　５６３-０２１２・大阪府豊能郡豊能町寺田・てらだ

　　５６３-０１０２・大阪府豊能郡豊能町ときわ台・ときわだい

　　５６３-０２１８・大阪府豊能郡豊能町野間口・のまぐち

　　５６３-０１０３・大阪府豊能郡豊能町東ときわ台・ひがしときわだい

　　５６３-０２１１・大阪府豊能郡豊能町牧・まき

　　５６３-０１０１・大阪府豊能郡豊能町吉川・よしかわ

　　５６３-０２１９・大阪府豊能郡豊能町余野・よの

　　５６３-０３００・大阪府豊能郡能勢町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５６３-０３６３・大阪府豊能郡能勢町稲地・いなじ

　　５６３-０３６１・大阪府豊能郡能勢町今西・ いまにじ

　　５６３-０３６５・大阪府豊能郡能勢町上杉・うえすぎ

　　５６３-０３５２・大阪府豊能郡能勢町大里・おおざと

　　５６３-０３５３・大阪府豊能郡能勢町柏原・かしはら

　　５６３-０３５４・大阪府豊能郡能勢町片山・かたやま

　　５６３-０１２２・大阪府豊能郡能勢町上田尻・かみたじり

　　５６３-０１１３・大阪府豊能郡能勢町倉垣・くらがき

　　５６３-０３５１・大阪府豊能郡能勢町栗栖・くるす

　　５６３-０３６７・大阪府豊能郡能勢町神山・こやま

　　５６３-０１２１・大阪府豊能郡能勢町地黄・じおう

　　５６３-０１２３・大阪府豊能郡能勢町下田尻・しもたじり

　　５６３-０３５５・大阪府豊能郡能勢町下田・しもだ

　　５６３-０３４１・大阪府豊能郡能勢町宿野・しゆくの

　　５６３-０１１２・大阪府豊能郡能勢町杉原・すぎはら

　　５６３-０３６６・大阪府豊能郡能勢町垂水・たるみ

　　５６３-０３７１・大阪府豊能郡能勢町天王・てんのう

　　５６３-０３６８・大阪府豊能郡能勢町長谷・ながたに

　　５６３-０１３３・大阪府豊能郡能勢町野間稲地・のまいなじ

　　５６３-０１３１・大阪府豊能郡能勢町野間大原・のまおおはら

　　５６３-０１３４・大阪府豊能郡能勢町野間出野・のましゆつの

　　５６３-０１３２・大阪府豊能郡能勢町野間中・のまなか

　　５６３-０１３５・大阪府豊能郡能勢町野間西山・のまにしやま

　　５６３-０３５６・大阪府豊能郡能勢町平通・ひらどおり

　　５６３-０３６４・大阪府豊能郡能勢町平野・ひらの

　　５６３-０３６２・大阪府豊能郡能勢町森上・もりがみ

　　５６３-０１１４・大阪府豊能郡能勢町山内・やまうち

　　５６３-０３７３・大阪府豊能郡能勢町山田・やまだ

　　５６３-０３７２・大阪府豊能郡能勢町山辺・やまべ

　　５６３-０１１１・大阪府豊能郡能勢町吉野・よしの

　　５９５-００００・大阪府泉北郡忠岡町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５９５-０８０３・大阪府泉北郡忠岡町北出・きたいで

　　５９５-０８０２・大阪府泉北郡忠岡町高月南・たかつきみなみ

　　５９５-０８０１・大阪府泉北郡忠岡町高月北・たかつききた

　　５９５-０８１２・大阪府泉北郡忠岡町忠岡中・ただおかなか

　　５９５-０８０５・大阪府泉北郡忠岡町忠岡東・ ただおかひがじ

　　５９５-０８１３・大阪府泉北郡忠岡町忠岡南・ただおかみなみ

　　５９５-０８１１・大阪府泉北郡忠岡町忠岡北・ただおかきた

　　５９５-０８１４・大阪府泉北郡忠岡町新浜・にいはま

　　５９５-０８０４・大阪府泉北郡忠岡町馬瀬・まぜ

　　５９０-０４００・大阪府泉南郡熊取町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５９０-０４０７・大阪府泉南郡熊取町青葉台・あおはﾞだい

　　５９０-０４５８・大阪府泉南郡熊取町朝代西・ あさしろにじ

　　５９０-０４５７・大阪府泉南郡熊取町朝代東・ あさしろひがじ

　　５９０-０４５９・大阪府泉南郡熊取町朝代台・あさしろだい

　　５９０-０４０１・大阪府泉南郡熊取町大久保・おおくほﾞ

　　５９０-０４０２・大阪府泉南郡熊取町大久保北・おおくほﾞきた

　　５９０-０４０３・大阪府泉南郡熊取町大久保中・おおくほﾞなか

　　５９０-０４０４・大阪府泉南郡熊取町大久保西・ おおくほﾞにじ



　　５９０-０４０６・大阪府泉南郡熊取町大久保東・ おおくほﾞひがじ

　　５９０-０４０５・大阪府泉南郡熊取町大久保南・おおくほﾞみなみ

　　５９０-０４５０・大阪府泉南郡熊取町大宮・おおみや

　　５９０-０４３２・大阪府泉南郡熊取町小垣内・おがいと

　　５９０-０４３１・大阪府泉南郡熊取町小谷・おだに

　　５９０-０４３４・大阪府泉南郡熊取町小谷北・おだにきた

　　５９０-０４３５・大阪府泉南郡熊取町小谷南・おだにみなみ

　　５９０-０４２２・大阪府泉南郡熊取町希望が丘・きほﾞうがおか

　　５９０-０４４１・大阪府泉南郡熊取町久保・くほﾞ

　　５９０-０４３６・大阪府泉南郡熊取町高田・こうだ

　　５９０-０４１１・大阪府泉南郡熊取町五門・ごもん

　　５９０-０４１５・大阪府泉南郡熊取町五門西・ ごもんにじ

　　５９０-０４１４・大阪府泉南郡熊取町五門東・ ごもんひがじ

　　５９０-０４１２・大阪府泉南郡熊取町紺屋・こんや

　　５９０-０４１３・大阪府泉南郡熊取町桜が丘・さくらがおか

　　５９０-０４４５・大阪府泉南郡熊取町五月ケ丘・さつきがおか

　　５９０-０４２１・大阪府泉南郡熊取町七山・しちやま

　　５９０-０４２５・大阪府泉南郡熊取町七山東・ しちやまひがじ

　　５９０-０４２７・大阪府泉南郡熊取町七山西・ しちやまにじ

　　５９０-０４２６・大阪府泉南郡熊取町七山南・しちやまみなみ

　　５９０-０４２４・大阪府泉南郡熊取町七山北・しちやまきた

　　５９０-０４２３・大阪府泉南郡熊取町自由が丘・じゆうがおか

　　５９０-０４５４・大阪府泉南郡熊取町新野田・しんのだ

　　５９０-０４４４・大阪府泉南郡熊取町つばさが丘北・つはﾞさがおかきた

　　５９０-０４４３・大阪府泉南郡熊取町つばさが丘西・ つはﾞさがおかにじ

　　５９０-０４４２・大阪府泉南郡熊取町つばさが丘東・ つはﾞさがおかひがじ

　　５９０-０４１６・大阪府泉南郡熊取町東和苑・とうわえん

　　５９０-０４５５・大阪府泉南郡熊取町長池・ながいけ

　　５９０-０４４７・大阪府泉南郡熊取町成合東・ なりあいひがじ

　　５９０-０４４９・大阪府泉南郡熊取町成合西・ なりあいにじ

　　５９０-０４４８・大阪府泉南郡熊取町成合南・なりあいみなみ

　　５９０-０４４６・大阪府泉南郡熊取町成合北・なりあいきた

　　５９０-０４５１・大阪府泉南郡熊取町野田・のだ

　　５９０-０４５６・大阪府泉南郡熊取町美熊台・みくまだい

　　５９０-０４５３・大阪府泉南郡熊取町南山の手台・みなみやまのてだい

　　５９０-０４５２・大阪府泉南郡熊取町山の手台・やまのてだい

　　５９０-０４３３・大阪府泉南郡熊取町若葉・わかはﾞ

　　５９０-０４１７・大阪府泉南郡熊取町和田・わだ

　　５９８-００００・大阪府泉南郡田尻町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５９８-００９１・大阪府泉南郡田尻町嘉祥寺・かしようじ

　　５４９-００１１・大阪府泉南郡田尻町泉州空港中・せんしゆうくうこうなか

　　５９８-００９２・大阪府泉南郡田尻町吉見・よしみ

　　５９８-００９４・大阪府泉南郡田尻町りんくうポート南・りんくうほﾟｰとみなみ

　　５９８-００９３・大阪府泉南郡田尻町りんくうポート北・りんくうほﾟｰときた

　　５９９-０３００・大阪府泉南郡岬町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５９９-０３０２・大阪府泉南郡岬町孝子・ きようじ

　　５９９-０３１４・大阪府泉南郡岬町多奈川小島・たながわこしま

　　５９９-０３１１・大阪府泉南郡岬町多奈川谷川・たながわたにがわ

　　５９９-０３１２・大阪府泉南郡岬町多奈川東畑・たながわひがしはﾞた

　　５９９-０３１３・大阪府泉南郡岬町多奈川西畑・たながわにしはﾞた

　　５９９-０３０１・大阪府泉南郡岬町淡輪・たんのわ

　　５９９-０３０４・大阪府泉南郡岬町望海坂・のぞみざか

　　５９９-０３０３・大阪府泉南郡岬町深日・ふけ

　　５８３-００００・大阪府南河内郡太子町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５８３-０９９１・大阪府南河内郡太子町春日・かすが

　　５８３-０９９６・大阪府南河内郡太子町聖和台・せいわだい

　　５８３-０９９５・大阪府南河内郡太子町太子・ たいじ

　　５８３-０９９３・大阪府南河内郡太子町畑・はた

　　５８３-０９９４・大阪府南河内郡太子町葉室・はむろ

　　５８３-０９９２・大阪府南河内郡太子町山田・やまだ

　　５８５-００００・大阪府南河内郡河南町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５８５-０００２・大阪府南河内郡河南町一須賀・いちすか

　　５８５-００１２・大阪府南河内郡河南町加納・かのう

　　５８５-００２４・大阪府南河内郡河南町上河内・かみかわち

　　５８５-００３５・大阪府南河内郡河南町寛弘寺・かんこうじ

　　５８５-００３４・大阪府南河内郡河南町神山・こうやま

　　５８５-００２５・大阪府南河内郡河南町さくら坂・さくらざか

　　５８５-００２７・大阪府南河内郡河南町さくら坂南・さくらざかみなみ

　　５８５-００２３・大阪府南河内郡河南町下河内・しもかわち

　　５８５-００１４・大阪府南河内郡河南町白木・しらき



　　５８５-００２６・大阪府南河内郡河南町鈴美台・すずみだい

　　５８５-００３３・大阪府南河内郡河南町芹生谷・せりゆうたに

　　５８５-０００３・大阪府南河内郡河南町大ケ塚・だいがつか

　　５８５-０００５・大阪府南河内郡河南町大宝・だいほう

　　５８５-００１１・大阪府南河内郡河南町寺田・てらだ

　　５８５-００３１・大阪府南河内郡河南町中・なか

　　５８５-０００６・大阪府南河内郡河南町葉室・はむろ

　　５８５-０００１・大阪府南河内郡河南町東山・ひがしやま

　　５８５-００１３・大阪府南河内郡河南町平石・ ひらいじ

　　５８５-００２２・大阪府南河内郡河南町弘川・ひろかわ

　　５８５-００３２・大阪府南河内郡河南町馬谷・まだに

　　５８５-００２１・大阪府南河内郡河南町持尾・もちお

　　５８５-０００４・大阪府南河内郡河南町山城・やましろ

　　５８５-００００・大阪府南河内郡千早赤阪村・・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５８５-００５５・大阪府南河内郡千早赤阪村東阪・あずまざか

　　５８５-００４５・大阪府南河内郡千早赤阪村川野辺・かわのべ

　　５８５-００４３・大阪府南河内郡千早赤阪村桐山・きりやま

　　５８５-００５３・大阪府南河内郡千早赤阪村小吹・こぶき

　　５８５-００４１・大阪府南河内郡千早赤阪村水分・すいぶん

　　５８５-００５１・大阪府南河内郡千早赤阪村千早・ちはや

　　５８５-００５２・大阪府南河内郡千早赤阪村中津原・なかつはら

　　５８５-００４２・大阪府南河内郡千早赤阪村二河原辺・にがらべ

　　５８５-００４４・大阪府南河内郡千早赤阪村森屋・もりや

　　５８５-００５４・大阪府南河内郡千早赤阪村, 吉年"・ よどじ




